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一般単価目次

索 引 頁 索 引 頁
1 生コンクリート                        
                                        

            
   1

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑥-1

⑥-2 ⑥-3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑥-1

⑥-2 ⑥-3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑥-1

⑥-2 ⑥-3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑥-1

⑥-2 ⑥-3

     21,500     20,600

     21,950     21,600     19,400     21,500
○

     19,950     21,400

     20,500     19,800     19,600     22,500     21,000     20,400

-----------     20,000     19,650     20,050     20,400     20,500    ｍ3   
(Ｗ／Ｃ＝60％以下)                      
生コン18－12－40－ＢＢ                     T1031   

     21,050     20,150

     21,500     21,600     19,400     21,300
○

     19,750     21,100

     20,100     19,400     19,200     22,100     20,600     19,950

-----------     19,550     19,300     19,650     20,100     20,200    ｍ3   
(Ｗ／Ｃ＝65％以下)                      
生コン18－12－40－ＢＢ                     T1030   

281204

                                        

1 生コンクリート                           1 頁

地　　区　　単　　価　単　位　名  称  ・  規  格単価コード

適用年月日：
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  238 鋼製品                                

【3 一般基礎用鋼管杭】                  

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T1774   鋼管杭附属品                            

井桁補強                                
    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1775   鋼管杭附属品                            
溶接費                                  

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1776   鋼管杭附属品                            
吊金具                                  

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1777   鋼管杭附属品                            
端部補強バンド                          

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  248 鋼製品                                

【4 鉄線、釘、アンカーボルト等】        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T1731   亜鉛引鉄線                              

＃12＃10＃8                             
    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1732   なまし鉄線                              
＃21                                    

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1733   鉄丸釘                                  
N－75(#10×75)                          

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1738   なまし鉄線                              
＃8                                     

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1741   アンカーピン                            
長400㎜径16㎜                           

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1742   補助アンカーピン                        
長200㎜径9㎜                            

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1743   アンカーピン                            
D16 L=750mm                             

    本            290         290         290         290         250         250

   T1744   アンカーピン                            
D10 L=400mm                             

    本             68          68          68          68          59          59

   T1734   ボルト(座金･ナットあり)                 
φ16mm×150mm                           

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1735   かすがい                                
φ9mm×180mm                            

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1736   かすがい                                
φ9mm×150mm                            

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1745   なまし鉄線                              
＃10                                    

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1746   なまし鉄線                              
＃12                                    

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1747   なまし鉄線                              
＃14                                    

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  578 鋼製品                                

【14 その他】                           

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T2083   ロッド                                  

径22長1400                              
    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2090   ロッド                                  
径22長1100                              

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2084   ロッド                                  
径22長500                               

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2092   ビット                                  
径32(径22用)                            

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2085   ビット                                  
径34(径22用)                            

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2086   ビット                                  
径38(径22用)                            

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2087   ビット(クロス)                          
径50(径22用)                            

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

（刃等）                                
   T3817   コンクリートカッタ(ブレード)            

径30cm                                  
    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TSD03   ブレード（コンクリートカッタ）          
径１４インチ（３５ｃｍ）                

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T3818   コンクリートカッタ(ブレード)            
径40cm                                  

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T3819   コンクリートカッタ(ブレード)            
径56cm                                  

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T3820   コンクリートカッタ(ブレード)            
径65cm                                  

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T3821   コンクリートカッタ(ブレード)            
径75cm                                  

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TSD14   ブレード（コンクリートカッタ）          
径９６ｃｍ                              

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T3822   コンクリートカッタ(ブレード)            
径106cm                                 

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  588 鋼製品                                

【14 その他】                           

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T2088   チゼル損耗費                            

大型ブレーカ用、1300㎏級                
    本    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2093   チゼル損耗費                            
600～800㎏級                            

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  719 コンクリート二次製品                  

【4 横断溝類】                          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27

（横断用自由勾配側溝）                  
   T2400   横断用自由勾配側溝                      

300×300長2.0ｍ                         
    本    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2401   横断用自由勾配側溝                      
300×400長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2402   横断用自由勾配側溝                      
300×500長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2403   横断用自由勾配側溝                      
300×600長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2404   横断用自由勾配側溝                      
300×700長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2405   横断用自由勾配側溝                      
300×800長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2406   横断用自由勾配側溝                      
300×900長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2407   横断用自由勾配側溝                      
300×1000長2.0ｍ                        

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2408   横断用自由勾配側溝                      
300×1100長2.0ｍ                        

    本         61,200      61,200      61,200      61,200      61,200      61,200

   T2409   横断用自由勾配側溝                      
400×400長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2410   横断用自由勾配側溝                      
400×500長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2411   横断用自由勾配側溝                      
400×600長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2412   横断用自由勾配側溝                      
400×700長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2413   横断用自由勾配側溝                      
400×800長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2414   横断用自由勾配側溝                      
400×900長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  729 コンクリート二次製品                  

【4 横断溝類】                          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T2415   横断用自由勾配側溝                      

400×1000長2.0ｍ                        
    本    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2416   横断用自由勾配側溝                      
400×1100長2.0ｍ                        

    本         66,300      66,300      66,300      66,300      66,300      66,300

   T2417   横断用自由勾配側溝                      
400×1200長2.0ｍ                        

    本         69,200      69,200      69,200      69,200      69,200      69,200

   T2418   横断用自由勾配側溝                      
500×400長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2419   横断用自由勾配側溝                      
500×500長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2420   横断用自由勾配側溝                      
500×600長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2421   横断用自由勾配側溝                      
500×700長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2422   横断用自由勾配側溝                      
500×800長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2423   横断用自由勾配側溝                      
500×900長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2424   横断用自由勾配側溝                      
500×1000長2.0ｍ                        

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2425   横断用自由勾配側溝                      
500×1100長2.0ｍ                        

    本         67,100      67,100      67,100      67,100      67,100      67,100

   T2426   横断用自由勾配側溝                      
500×1200長2.0ｍ                        

    本         75,600      75,600      75,600      75,600      75,600      75,600

   T2427   横断用自由勾配側溝                      
500×1300長2.0ｍ                        

    本         79,000      79,000      79,000      79,000      79,000      79,000

   T2428   横断用自由勾配側溝                      
500×1400長2.0ｍ                        

    本         82,600      82,600      82,600      82,600      82,600      82,600

   T2429   横断用自由勾配側溝                      
600×400長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2430   横断用自由勾配側溝                      
600×500長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  739 コンクリート二次製品                  

【4 横断溝類】                          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T2431   横断用自由勾配側溝                      

600×600長2.0ｍ                         
    本    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2432   横断用自由勾配側溝                      
600×700長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2433   横断用自由勾配側溝                      
600×800長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2434   横断用自由勾配側溝                      
600×900長2.0ｍ                         

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2435   横断用自由勾配側溝                      
600×1000長2.0ｍ                        

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2436   横断用自由勾配側溝                      
600×1100長2.0ｍ                        

    本         68,400      68,400      68,400      68,400      68,400      68,400

   T2437   横断用自由勾配側溝                      
600×1200長2.0ｍ                        

    本         71,900      71,900      71,900      71,900      71,900      71,900

   T2438   横断用自由勾配側溝                      
600×1300長2.0ｍ                        

    本         80,000      80,000      80,000      80,000      80,000      80,000

   T2439   横断用自由勾配側溝                      
600×1400長2.0ｍ                        

    本         83,300      83,300      83,300      83,300      83,300      83,300

   T2440   横断用自由勾配側溝                      
600×1500長2.0ｍ                        

    本         87,000      87,000      87,000      87,000      87,000      87,000

   T2450   横断用自由勾配側溝用グレーチング        
300用                                   

    枚         15,700      15,700      15,700      15,700      15,700      15,700

   T2451   横断用自由勾配側溝用グレーチング        
400用                                   

    枚         25,700      25,700      25,700      25,700      25,700      25,700

   T2452   横断用自由勾配側溝用グレーチング        
500用                                   

    枚         30,700      30,700      30,700      30,700      30,700      30,700

   T2453   横断用自由勾配側溝用グレーチング        
600用                                   

    枚         39,100      39,100      39,100      39,100      39,100      39,100

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  749 コンクリート二次製品                  

【5 Ｌ型側溝】                          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T2502   鉄筋コンクリートＬ型                    

250Ｂ型                                 
    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2503   鉄筋コンクリートＬ型                    
300型                                   

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T2504   鉄筋コンクリートＬ型                    
350型                                   

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  8111 雑品                                 

                                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T7236   ＡＡＣ加工                              

；JISK1570                              
    ｍ3        30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      30,000

   T7241   アルミ粉                                
アルペースト                            

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7242   ベントナイト                            
；25㎏入                                

    袋    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5530   反射テープ                              
視線誘導柱用100㎜×300㎜                

    枚            463         463         463         463         463         463

（堤名板等）                            
   T7244   止水板塩ビ製                            

巾30㎝厚さ7㎜ CC                        
    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7245   堰名板                                  
40×60㎝厚1㎜アルミ製                   

    枚         26,100      26,100      26,100      26,100      26,100      26,100

   T7246   堰名板                                  
30×40㎝厚1㎜アルミ製                   

    枚         22,800      22,800      22,800      22,800      22,800      22,800

   T7640   堰名板                                  
60×36.5㎝ 厚1.5㎜ 銅製                 

    枚         39,600      39,600      39,600      39,600      39,600      39,600

   T7641   堰名板                                  
90×60㎝ 厚2㎜銅製                      

    枚         85,900      85,900      85,900      85,900      85,900      85,900

   T7645   地すべり防止地区標識                    
90㎝×70㎝厚2㎜支柱2本；設置込み        

    式         64,200      64,200      64,200      64,200      64,200      64,200

   T7646   地すべり防止区域標柱                    
10㎝×10㎝×1.5ｍ；設置込み             

    本         11,400      11,400      11,400      11,400      11,400      11,400

（緑化関連）                            
   T7257   真竹                                    

径4㎝6.0ｍもの                          
    束    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7258   真竹                                    
径5㎝7.0ｍもの                          

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7264   目串；採取・結束                        
竹製巾1.5㎝長0.15～0.3ｍ                

   百本         1,020       1,020       1,020       1,020       1,020       1,020

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  8211 雑品                                 

                                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T7269   土のう（ＰＥ）                          

48×62cm                                
    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7270   土のう（ＰＥ）                          
48×70㎝                                

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7271    練炭高4号φ135㎜                        
高4号径135㎜                            

    個    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7276   シート(工事用)ポリエチレン              
3.6×5.4ｍ×0.5㎜                       

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7277   シート(工事用)                          
1.8×5.1ｍ×0.5㎜                       

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7272   シート(簡易法枠用)                      
H=100用                                 

    枚            190         190         190         190         190         190

   T7273   シート(簡易法枠用)                      
H=150用                                 

    枚            190         190         190         190         190         190

   T7274   シート(簡易法枠用)                      
H=200用                                 

    枚            190         190         190         190         190         190

（特殊暗渠排水管等）                    
   T7685    特殊暗渠排水管φ100㎜                   

                                        
    ｍ            980         980         980         980         980         980

   T7686    特殊暗渠排水管φ150㎜                   
                                        

    ｍ          2,330       2,330       2,330       2,330       2,330       2,330

   T7687    特殊暗渠排水管φ200㎜                   
                                        

    ｍ          3,990       3,990       3,990       3,990       3,990       3,990

   T7286   合成樹脂排水材(網状管)                  
ポリエチレン製､円形､径50mm              

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7288   合成樹脂排水材(網状管)                  
ポリエチレン製､円形､径100mm             

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7289   合成樹脂排水材(網状管)                  
ポリエチレン製､円形､径150mm             

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

（ビニールシート等）                    
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  9514 緑化資材                             

【1 一般緑化資材、植生ネット等】        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T7249   帯梢；採取・結束                        

22本詰(長さ3.5ｍ以上元口径3㎝以上)      
    束          2,040       2,040       2,040       2,040       2,040       2,040

   T7250   粗朶束；採取・結束                      
長0.4ｍ束径10㎝                         

    束            734         734         734         734         734         734

   T7251   柳さし穂                                
長0.3ｍ径2㎝内外                        

   百本         1,020       1,020       1,020       1,020       1,020       1,020

   T7252   野芝・山芝                              
                                        

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7290   萱株；採取                              
1ｍ繩メ                                 

    束          4,284       4,284       4,284       4,284       4,284       4,284

   T6313   人工芝(筋芝)                            
巾15㎝                                  

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6318   植生袋                                  
袋体33×15×4㎝                         

    枚             54          54          54          54          36          36

   T6320   植生土のう巾40×長60                    
種子肥料付                              

    袋    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6330   厚層基材                                
成育基盤材、接合材                      

    ｍ3        43,160      43,160      43,160      43,160      43,770      43,770

（むしろ、種子付むしろ）                
   T6316   人工芝(張芝)                            

巾50～100㎝                             
    ㎡            145         145         145         145         145         145

   T6317   人工張芝                                
ワラ付巾1.0ｍ                           

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

（植生ネット等）                        
   T6730   植生ネット1重(肥料袋無；種子無)         

(客土吹付け用)網目8×12㎜               
    ㎡            155         155         155         155         135         135

   T6731   植生ネット1重(肥料袋無；種子無)         
(客土吹付け用)網目12×12㎜              

    ㎡            150         150         150         150         130         130

   T6732   植生ネット1重(肥料袋無；種子無)         
(客土吹付け用)網目20×25㎜              

    ㎡            230         230         230         230         210         210

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  9614 緑化資材                             

【1 一般緑化資材、植生ネット等】        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T6733   植生シート1重(肥料袋無、種子付)         

                                        
    ㎡            285         285         285         285         285         285

   T6735   植生ネット2重(肥料袋有；種子付)         
肥料袋間隔40cm                          

    ㎡            990         990         990         990         990         990

   T6736   繊維ネット2重(肥料袋有、種子無)         
肥料袋間隔40cm                          

    ㎡            775         775         775         775         775         775

   T6743   植生ネット1重(肥料袋無)種子指定         
(高木種子無し)                          

    ㎡            313         313         313         313         313         313

   T6745   植生ネット2重(肥料袋有)種子指定         
(高木種子無し)                          

    ㎡          1,080       1,080       1,080       1,080       1,080       1,080

   T6753   植生ネット1重(肥料袋無)種子指定         
(高木種子配合)                          

    ㎡            327         327         327         327         327         327

   T6754   釘                                      
＃8Ｌ＝150㎜                            

    本            5.5         5.5         5.5         5.5         4.8         4.8

   T6755   植生ネット2重(肥料袋有)種子指定         
(高木種子配合)                          

    ㎡          1,130       1,130       1,130       1,130       1,130       1,130

   T6756   植生マット                              
ｔ＝3㎝(間伐材入り)                     

    ㎡          2,760       2,760       2,760       2,760       2,500       2,500

   T6757   植生マット                              
ｔ＝5㎝(間伐材入り)                     

    ㎡          4,160       4,160       4,160       4,160       3,780       3,780

   T6758   釘                                      
＃6　Ｌ＝150ｍｍ                        

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6729   植生ネット(肥料袋有、種子付)            
間伐材繊維使用                          

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  9916 種子                                 

                                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T6351   種子                                    

ホワイトクロ－バ－                      
    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6352   種子                                    
トールフェスク                          

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6353   種子                                    
クリ－ピングレッドフェスク              

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6355   種子                                    
ケンタッキーブルーグラス                

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6356   種子                                    
レッドトップ                            

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6360   種子                                    
ヨモギ                                  

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6362   種子                                    
イタドリ                                

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6363   種子                                    
メドハギ                                

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6365   種子                                    
ヤマハギ                                

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6366   種子                                    
ヤシャブシ                              

    ㎏    ----------- ----------- ----------- ----------- -----------      12,200

   T6368   種子                                    
ヤマハンノキ                            

    ㎏    ----------- ----------- ----------- -----------      11,900      11,900

   T6369   種子                                    
コマツナギ                              

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 10017 苗木                                 

                                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27

（種苗）〔生産者庭先渡し価格〕          
   T6374   スギ                                    

一般産3年大､地上長≧45cm､地上径≧9mm    
   百本        13,800

○         
     13,400      13,400      13,400      13,400      13,400

   T6375   トチノキ                                
一般産､地上長≧35cm                     

   百本        20,500
○         

     19,900      19,900      19,900      19,900      19,900

   T6376   ブナ                                    
一般産3年以上､地上長≧45cm              

   百本        19,200
○         

     18,600      18,600      18,600      18,600      18,600

   T6377   ミズナラ                                
一般産1年以上中､地上長≧30cm            

   百本         7,800
○         

      7,400       7,400       7,400       7,400       7,400

   T6378   ミズナラ                                
一般産1年以上大､地上長≧45cm            

   百本         9,500
○         

      9,000       9,000       9,000       9,000       9,000

   T6379   ヒノキ・サワラ                          
一般産3年以上大､地上長≧45cm､地上径≧7mm

   百本        13,500
○         

     13,100      13,100      13,100      13,100      13,100

   T6383   アカマツ                                
一般産2年以上大､地上長≧23cm､地上径≧6mm

   百本        10,900
○         

     10,600      10,600      10,600      10,600      10,600

   T6386   カラマツ                                
一般産2年以上中､地上長≧35cm､地上径≧6mm

   百本        10,500
○         

     10,000      10,000      10,000      10,000      10,000

   T6392   モミ                                    
一般産4年以上大､地上長≧25cm､地上径≧8mm

   百本        22,900
○         

     22,200      22,200      22,200      22,200      22,200

   T6394   ケヤキ                                  
一般産大､地上長≧60cm､地上径≧5mm       

   百本         9,100
○         

      8,800       8,800       8,800       8,800       8,800

   T6397   エンジュ                                
一般産小､地上長≧45cm､地上径≧6mm       

   百本        10,700
○         

      8,800       8,800       8,800       8,800       8,800

   T6398   エンジュ                                
一般産中､地上長≧60cm､地上径≧8mm       

   百本        12,000
○         

      9,900       9,900       9,900       9,900       9,900

   T6400   トウヒ                                  
一般産3年大､地上長≧30cm､地上径≧7mm    

   百本        12,400
○         

     12,000      12,000      12,000      12,000      12,000

   T6403   ヤマハンノキ・コバハンノキ              
一般産1年､地上長≧30cm                  

   百本         4,500
○         

      3,900       3,900       3,900       3,900       3,900

   T6406   シラカバ                                
一般産1年､地上長≧30cm                  

   百本         6,000
○         

      4,800       4,800       4,800       4,800       4,800
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 10117 苗木                                 

                                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T6407   ヤシャブシ                              

一般産､地上長≧30cm                     
   百本   -----------

○         
      5,400       5,400       5,400       5,400       5,400

   T6408   クヌギ・コナラ                          
一般産1年大､地上長≧60cm                

   百本         8,300
○         

      8,100       8,100       8,100       8,100       8,100

   T6420   スギ（コンテナ）                        
小､地上長≧25cm､地上長制限35㎝          

   百本        18,600      18,600      18,600      18,600      18,600      18,600

   T6421   スギ（コンテナ）                        
中､地上長≧30cm､地上長制限50㎝          

   百本        19,800      19,800      19,800      19,800      19,800      19,800

   T6422   スギ（コンテナ）                        
大､地上長≧50cm                         

   百本        21,500      21,500      21,500      21,500      21,500      21,500

   T6423   ヒノキ（コンテナ）                      
小､地上長≧25cm                         

   百本   ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

   T6424   ヒノキ（コンテナ）                      
中､地上長≧30cm､地上長制限50㎝          

   百本        19,800      19,800      19,800      19,800      19,800      19,800

   T6425   ヒノキ（コンテナ）                      
大､地上長≧50cm                         

   百本        21,500      21,500      21,500      21,500      21,500      21,500

   T6426   アカマツ（コンテナ）                    
小､地上長≧15cm､地上長制限25㎝          

   百本        19,800      19,800      19,800      19,800      19,800      19,800

   T6427   アカマツ（コンテナ）                    
中､地上長≧18cm､地上長制限30㎝          

   百本        20,300      20,300      20,300      20,300      20,300      20,300

   T6428   アカマツ（コンテナ）                    
大､地上長≧20cm､地上長制限40㎝          

   百本        21,500      21,500      21,500      21,500      21,500      21,500

   T6429   カラマツ（コンテナ）                    
中､地上長≧25cm､地上長制限55㎝          

   百本        19,800      19,800      19,800      19,800      19,800      19,800

   T6430   カラマツ（コンテナ）                    
大､地上長≧50cm                         

   百本        21,500      21,500      21,500      21,500      21,500      21,500

（造園苗木）                            
   T6555   イタヤカエデ                            

樹高2.0ｍ                               
    本          3,800       3,800       3,800       3,800       3,800       3,800

   T6556   イタヤカエデ                            
樹高2.5ｍ                               

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 10217 苗木                                 

                                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T6557   イタヤカエデ                            

樹高3.0ｍ－幹周0.12ｍ－枝張0.8ｍ        
    本         10,400      10,400      10,400      10,400      10,400      10,400

   T6558   イタヤカエデ                            
樹高4.0ｍ－幹周0.15ｍ－枝張1.0ｍ        

    本         15,200      15,200      15,200      15,200      15,200      15,200

   T6562   イロハモミジ                            
樹高0.8ｍ                               

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6563   イロハモミジ                            
樹高2.0ｍ－－枝張0.4ｍ                  

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6564   イロハモミジ                            
樹高2.5ｍ－幹周0.12ｍ－枝張1.0ｍ        

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6570   ウラジロモミ                            
樹高0.3ｍ                               

    本          1,020       1,020       1,020       1,020       1,020       1,020

   T6571   ウラジロモミ                            
樹高1.0ｍ                               

    本          4,670       4,670       4,670       4,670       4,670       4,670

   T6572   ウラジロモミ                            
樹高2.0ｍ－－枝張0.6ｍ                  

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6573   ウラジロモミ                            
樹高2.5ｍ－－枝張0.8ｍ                  

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6575   ウリハダカエデ                          
樹高2.0ｍ                               

    本          5,100       5,100       5,100       5,100       5,100       5,100

   T6576   ウリハダカエデ                          
樹高3.0ｍ－幹周0.12ｍ－枝張0.8ｍ        

    本         10,200      10,200      10,200      10,200      10,200      10,200

   T6584   オオヤマザクラ                          
樹高2.5ｍ－－枝張0.5ｍ                  

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6587   オオヤマレンゲ                          
樹高1.5m                                

    本          8,070       8,070       8,070       8,070       8,070       8,070

   T6591   カツラ                                  
樹高1.5ｍ                               

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6592   カツラ                                  
樹高2.0ｍ－－枝張0.4ｍ                  

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T6596   キハダ                                  
樹高1.5m                                

    本          2,250       2,250       2,250       2,250       2,250       2,250

- 61 -

　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 18324 仮設工                               

【1 仮設材】仮設材損料                  

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   K5033   鋼矢板賃料；(91～180日)                 

本矢板；5Ｌ型［105㎏／ｍ］              
  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5034   鋼矢板賃料；(181～360日)                
本矢板；5Ｌ型［105㎏／ｍ］              

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5035   鋼矢板賃料；(361～720日)                
本矢板；5Ｌ型［105㎏／ｍ］              

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5036   鋼矢板賃料；(721～1080日)               
本矢板；5Ｌ型［105㎏／ｍ］              

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5042   鋼矢板賃料；(1～90日)                   
本矢板；軽量型［1・2・3型］             

  ｔ・日  刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5043   鋼矢板賃料；(91～180日)                 
本矢板；軽量型［1・2・3型］             

  ｔ・日  刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5044   鋼矢板賃料；(181～360日)                
本矢板；軽量型［1・2・3型］             

  ｔ・日  刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5045   鋼矢板賃料；(361～720日)                
本矢板；軽量型［1・2・3型］             

  ｔ・日  刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5046   鋼矢板賃料；(721～1080日)               
本矢板；軽量型［1・2・3型］             

  ｔ・日  刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5051   Ｈ型鋼；(基礎価格)                      
杭用；200型［49.9㎏／ｍ］               

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5052   Ｈ型鋼賃料；(1～90日)                   
杭用；200型［49.9㎏／ｍ］               

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5053   Ｈ型鋼賃料；(91～180日)                 
杭用；200型［49.9㎏／ｍ］               

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5054   Ｈ型鋼賃料；(181～360日)                
杭用；200型［49.9㎏／ｍ］               

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5055   Ｈ型鋼賃料；(361～720日)                
杭用；200型［49.9㎏／ｍ］               

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5061   Ｈ型鋼；(基礎価格)                      
杭用；250型［71.8㎏／ｍ］               

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5062   Ｈ型鋼賃料；(1～90日)                   
杭用；250型［71.8㎏／ｍ］               

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 18424 仮設工                               

【1 仮設材】仮設材損料                  

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   K5063   Ｈ型鋼賃料；(91～180日)                 

杭用；250型［71.8㎏／ｍ］               
  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5064   Ｈ型鋼賃料；(181～360日)                
杭用；250型［71.8㎏／ｍ］               

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5065   Ｈ型鋼賃料；(361～720日)                
杭用；250型［71.8㎏／ｍ］               

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5071   Ｈ型鋼；(基礎価格)                      
杭用；300型［93.0㎏／ｍ］               

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5072   Ｈ型鋼賃料；(1～90日)                   
杭用；300型［93.0㎏／ｍ］               

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5073   Ｈ型鋼賃料；(91～180日)                 
杭用；300型［93.0㎏／ｍ］               

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5074   Ｈ型鋼賃料；(181～360日)                
杭用；300型［93.0㎏／ｍ］               

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5075   Ｈ型鋼賃料；(361～720日)                
杭用；300型［93.0㎏／ｍ］               

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5081   Ｈ型鋼；(基礎価格)                      
杭用；350型［135㎏／ｍ］                

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5082   Ｈ型鋼賃料；(1～90日)                   
杭用；350型［135㎏／ｍ］                

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5083   Ｈ型鋼賃料；(91～180日)                 
杭用；350型［135㎏／ｍ］                

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5084   Ｈ型鋼賃料；(181～360日)                
杭用；350型［135㎏／ｍ］                

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5085   Ｈ型鋼賃料；(361～720日)                
杭用；350型［135㎏／ｍ］                

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5091   Ｈ型鋼；(基礎価格)                      
杭用；400型［172㎏／ｍ］                

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5092   Ｈ型鋼賃料；(1～90日)                   
杭用；400型［172㎏／ｍ］                

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5093   Ｈ型鋼賃料；(91～180日)                 
杭用；400型［172㎏／ｍ］                

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

- 102 -

　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 18724 仮設工                               

【1 仮設材】仮設材損料                  

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   K5181   敷き鉄板                                

；t=22mm 1524*3048(802kg/枚)[360日以内] 
  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5182   整備費                                  
；t=22mm 1524*3048(802kg/枚)            

    枚    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5183   敷き鉄板                                
；t=22mm 1524*6090(1604kg/枚)[90日以内] 

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5184   敷き鉄板                                
；t=22mm 1524*6090(1604kg/枚)[180日以内 

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5185   敷き鉄板                                
；t=22mm 1524*6090(1604kg/枚)[360日以内]

  枚・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5186   整備費                                  
；t=22mm 1524*6090(1604kg/枚)           

    枚    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K5187   三次元大型鉄格子；基礎価格              
；t=90mm 1500*4000（450kg/枚）          

  枚・日      150,000     150,000     150,000     150,000     150,000     150,000

   K5188   三次元大型鉄格子                        
；t=90mm 1500*4000（450kg/枚）[90日以内]

  枚・日          280         280         280         280         280         280

   K5189   三次元大型鉄格子                        
；t=90mm1500*4000（450kg/枚）[180日以内]

  枚・日          270         270         270         270         270         270

   K5190   三次元大型鉄格子                        
；t=90mm1500*4000（450kg/枚）[360日以内]

  枚・日          240         240         240         240         240         240

   K5191   整備費                                  
；t=90mm 1500*4000（450kg/枚）          

    枚          2,200       2,200       2,200       2,200       2,200       2,200

   KA991   消波根固めブロック型枠賃料              
鋼製　10t未満                           

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA986   消波根固めブロック型枠賃料              
FRP製　30t未満                          

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA988   消波根固めブロック型枠賃料　　　　　　　
直積用鋼製　３０ｔ未満　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 18824 仮設工                               

【2 足場材】                            

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T5102   ワイヤーロープ                          

；径6                                   
    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5101   ワイヤーロープ                          
；径10                                  

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5104   ワイヤーロープ                          
；径12                                  

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5103   ワイヤーロープ                          
；径20                                  

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5105   ワイヤーロープ                          
；径24                                  

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5121   ロープ(ナイロン)                        
；径10㎜以上                            

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 18924 仮設工                               

【4 仮設費】落石等防護施設              

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T5401   金網(落石防護用)                        

；8＃網目50                             
    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5402   金網(落石防護用)                        
；10＃網目50                            

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5403   ロープ(落石防護用)                      
；3×7Ｇ／Ｏ径12                        

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5414   マニラロープ                            
；下級径10㎜                            

    ㎏    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5415   金網(仮設防護柵)                        
；10＃網目40㎜                          

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5416   Ｈ型鋼(仮設防護柵)                      
；200×200×8×12                       

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5417   山形鋼(仮設防護柵)                      
；75×75×6                             

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 19025 賃料【1 トラッククレーン等】         

賃料は長期賃貸期間を標準とする          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27

（トラッククレーン)                     
   T5420   トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料  

；４．９ｔ吊　一ヶ月以上                
    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5438   トラッククレーン賃料                    
；油圧式120ｔ吊　一ヶ月以上             

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5439   トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料  
；１６０ｔ吊　一ヶ月以上                

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5440   トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料  
；１００ｔ吊　一ヶ月以上                

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5448   トラッククレーン賃料                    
；油圧式200ｔ吊　一ヶ月以上             

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ375   トラッククレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料  
∴３６０ｔ吊（燃料油脂費含む）          

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

（クローラクレーン）                    
   T5463   クローラクレーン賃料                    

；油圧ロープ式35ｔ吊                    
    日    ----------- ----------- ----------- -----------      47,900      47,900

   T5464   クローラクレーン賃料                    
；油圧ロープ式40ｔ吊                    

    日    ----------- ----------- ----------- -----------      51,500      51,500

   T5465   クローラクレーン［油圧駆動ウインチ］賃料
ラチスジブ型；５０ｔ吊                  

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5467   クローラクレーン賃料                    
；油圧ロープ式80ｔ吊                    

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5468   クローラクレーン賃料                    
；油圧ロープ式100ｔ吊                   

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5469   クローラクレーン賃料                    
；油圧ロープ式150ｔ吊                   

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5471   クローラクレーン賃料                    
；油圧ロープ式 300ｔ吊                  

    日    ----------- ----------- ----------- -----------     191,000     191,000

   KQ207   クローラクレーン［油圧伸縮ジブ型］賃料  
排ガス１次　４．９ｔ吊　一ヶ月以上　　　

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 19325 賃料【1 トラッククレーン等】         

賃料は長期賃貸期間を標準とする          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   KQ4A5   ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料

排ガス３次；２５ｔ吊（燃料油脂費含む）  
    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ4B5   ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料
排ガス２０１１；２５ｔ吊(燃料油脂費含む)

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

（バックホウ）                          
   KQ005   バックホウ［クローラ型］賃料            

；山積０．５ｍ３                        
    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ055   バックホウ[クローラ型]賃料              
排ガス1次　山積0.11ｍ3一ヶ月以上        

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ080   バックホウ［クローラ型］賃料            
排ガス３次；山積０．４５ｍ３            

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ081   バックホウ［クローラ型］賃料            
排ガス３次；山積０．５ｍ３              

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ082   バックホウ［クローラ型］賃料            
排ガス３次；山積０．８ｍ３              

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ007   バックホウ(クローラ型)賃料              
排ガス1次 山積0.28ｍ3 一ヶ月以上        

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ008   バックホウ[クローラ型]賃料              
排ガス1次 山積0.45ｍ3 一ヶ月以上　      

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ010   バックホウ(クローラ型)賃料              
排ガス1次 山積0.50ｍ3 一ヶ月以上        

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ012   バックホウ［クローラ型］賃料            
排ガス２０１１；山積０．８ｍ３          

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

  KQ012A   バックホウ［クローラ型］賃料            
超低騒音・～2011年規制；山積０．８ｍ３  

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 ----------- -----------

   KQ014   バックホウ［クローラ型］賃料            
排ガス1次 山積0.8ｍ3 一ヶ月以上         

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ015   バックホウ［クローラ型］賃料            
排ガス２次；山積０．２８ｍ３            

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ016   バックホウ［クローラ型］賃料            
排ガス２次；山積０．４５ｍ３            

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 19425 賃料【1 トラッククレーン等】         

賃料は長期賃貸期間を標準とする          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   KQ017   バックホウ［クローラ型］賃料            

排ガス２次；山積０．５ｍ３              
    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ018   バックホウ［クローラ型］賃料            
排ガス２次；山積０．８ｍ３              

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ023   バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
∴山積０．５m3　一ヶ月以上              

    日    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

  KQ023A   バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
超低騒音型含む・～2014年規制；山積0.5m3 

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 ----------- -----------

   KQ034   バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料  
排ガス1次 山積0.22ｍ3 一ヶ月以上        

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ038   バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料  
排ガス１次∴山積０．２８m3              

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ040   バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料  
排ガス２次；山積０．２８ｍ３            

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ048   バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料
；山積０．２８ｍ３　一ヶ月以上          

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ025   バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料  
排ガス1次　山積0.28ｍ3一ヶ月以上        

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ026   バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
排ガス1次 山積0.45ｍ3 一ヶ月以上        

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ027   バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
排ガス１次；山積０．５ｍ３　一ヶ月以上  

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ028   バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
排ガス1次 山積0.8ｍ3 一ヶ月以上         

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ054   小型バックホウ［クローラ型］賃料        
排ガス2次 山積0.11m3 一ヶ月以上         

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ029   バックホウ[クローラ型・クレーン付]賃料  
排ガス2次　山積0.28ｍ3一ヶ月以上        

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ030   バックホウ(クローラ型・クレーン付)賃料  
排ガス2次　山積0.45ｍ3一ヶ月以上        

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KQ090   バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料
排ガス２次；山積０．５ｍ３　一ヶ月以上  

    日    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 21126 共通仮設費関係                       

                                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
(運搬費）                               

   KAY10   仮設材等積込み費                        
基地積込み                              

    ｔ            750         750         750         750         750         750

   KAY11   仮設材等積込み費                        
現場積込み                              

    ｔ            750         750         750         750         750         750

   KAY12   仮設材等取卸し費                        
基地取卸し                              

    ｔ            750         750         750         750         750         750

   KAY13   仮設材等取卸し費                        
現場取卸し                              

    ｔ            750         750         750         750         750         750

(営繕費)                                

   T5583   火薬庫損料                              
；鋼製移動式、2級、2ｔ庫、5.0㎡         

    式        620,000     620,000     620,000     620,000     620,000     620,000

   T5584   火工品庫損料                            
；鋼製移動式、1ｔ庫、3.2㎡              

    式        523,000     523,000     523,000     523,000     523,000     523,000

   T5585   取扱所                                  
；鋼製移動式、3.2㎡                     

    式        459,000     459,000     459,000     459,000     459,000     459,000

   T5586   火工所                                  
；組立テント式、1.9㎡                   

    式         54,000      54,000      54,000      54,000      54,000      54,000

(週休二日掲示板)                        

   T0010   掲示板製作                              
                                        

    式          8,800
○

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

   T0011   諸雑費（掲示板製作）                    
                                        

    式          2,510
○

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

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 21228 市場単価                             

【1 ガードレール設置・撤去工】          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   REK04   ガードレール設置工（塗装）              

Ｇｒ－Ａ－4Ｅ 土中建込                  
    ｍ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REK06   ガードレール設置工（塗装）              
Ｇｒ－Ｂ－4Ｅ 土中建込                  

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REK08   ガードレール設置工（塗装）              
Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ 土中建込                  

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REK10   ガードレール設置工（塗装）              
Ｇｒ－Ａｍ－4Ｅ 土中建込                

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REK14   ガードレール設置工（塗装）              
Ｇｒ－Ｂｍ－4Ｅ 土中建込                

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REK34   ガードレール設置工（メッキ）            
Ｇｒ－Ａ－4Ｅ 土中建込                  

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REK36   ガードレール設置工（メッキ）            
Ｇｒ－Ｂ－4Ｅ 土中建込                  

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REK38   ガードレール設置工（メッキ）            
Ｇｒ－Ａｍ－4Ｅ 土中建込                

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REK42   ガードレール設置工（メッキ）            
Ｇｒ－Ｂｍ－4Ｅ 土中建込                

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REL54   ガードレール設置工（塗装）              
Ｇｒ－Ａ－2Ｂ Ｃｏ建込                  

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REL56   ガードレール設置工（塗装）              
Ｇｒ－Ｂ－2Ｂ Ｃｏ建込                  

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REL58   ガードレール設置工（塗装）              
Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ Ｃｏ建込                  

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REL60   ガードレール設置工（塗装）              
Ｇｒ－Ａｍ－2Ｂ Ｃｏ建込                

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REL64   ガードレール設置工（塗装）              
Ｇｒ－Ｂｍ－2Ｂ Ｃｏ建込                

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REM04   ガードレール設置工（メッキ）            
Ｇｒ－Ａ－2Ｂ Ｃｏ建込                  

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REM06   ガードレール設置工（メッキ）            
Ｇｒ－Ｂ－2Ｂ Ｃｏ建込                  

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 21328 市場単価                             

【1 ガードレール設置・撤去工】          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   REM08   ガードレール設置工（メッキ）            

Ｇｒ－Ａｍ－2Ｂ Ｃｏ建込                
    ｍ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REM12   ガードレール設置工（メッキ）            
Ｇｒ－Ｂｍ－2Ｂ Ｃｏ建込                

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REP10   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ　土中建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REP12   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ　土中建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REP14   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ａ４－２Ｅ　土中建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REP16   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ａ５－２Ｅ　土中建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REP18   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ　土中建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REP20   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ　土中建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REP22   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ　土中建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REP32   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ　土中建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REP34   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ　土中建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REP44   ガードレール設置工（メッキ）　　　　　　
Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ　土中建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REP46   ガードレール設置工（メッキ）　　　　　　
Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ　土中建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REP48   ガードレール設置工（メッキ）　　　　　　
Ｇｒ－Ａ４－２Ｅ　土中建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REP72   ガードレール設置工（メッキ）　　　　　　
Ｇｒ－Ａ５－２Ｅ　土中建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REP74   ガードレール設置工（メッキ）　　　　　　
Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ　土中建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 21428 市場単価                             

【1 ガードレール設置・撤去工】          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   REP76   ガードレール設置工（メッキ）　　　　　　

Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ　土中建込　耐雪　　　　
    ｍ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REP78   ガードレール設置工（メッキ）　　　　　　
Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ　土中建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RER12   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ａ２－２Ｂ　Ｃｏ建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RER14   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ａ３－２Ｂ　Ｃｏ建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RER16   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ａ４－２Ｂ　Ｃｏ建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RER18   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ａ５－２Ｂ　Ｃｏ建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RER20   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ　Ｃｏ建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RER22   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ　Ｃｏ建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RER24   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ｂ４－２Ｂ　Ｃｏ建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RER26   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ｃ２－２Ｂ　Ｃｏ建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RER28   ガードレール設置工（塗装）　　　　　　　
Ｇｒ－Ｃ３－２Ｂ　Ｃｏ建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RER60   ガードレール設置工（メッキ）　　　　　　
Ｇｒ－Ａ２－２Ｂ　Ｃｏ建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RER62   ガードレール設置工（メッキ）　　　　　　
Ｇｒ－Ａ３－２Ｂ　Ｃｏ建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RER64   ガードレール設置工（メッキ）　　　　　　
Ｇｒ－Ａ４－２Ｂ　Ｃｏ建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RER66   ガードレール設置工（メッキ）　　　　　　
Ｇｒ－Ａ５－２Ｂ　Ｃｏ建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RER68   ガードレール設置工（メッキ）　　　　　　
Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ　Ｃｏ建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 21528 市場単価                             

【1 ガードレール設置・撤去工】          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RER70   ガードレール設置工（メッキ）　　　　　　

Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ　Ｃｏ建込　耐雪　　　　
    ｍ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RER72   ガードレール設置工（メッキ）　　　　　　
Ｇｒ－Ｂ４－２Ｂ　Ｃｏ建込　耐雪　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RES02   ガードレール撤去工                      
旧Ｇｒ－Ｓ－２Ｅ土中建込用              

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RES04   ガードレール撤去工                      
Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－４Ｅ土中建込用        

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RES06   ガードレール撤去工                      
Ｇｒ－Ａｍ，Ｂｍ－４Ｅ土中建込用        

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RES08   ガードレール撤去工                      
旧Ｇｒ－Ａｐ，Ｂｐ，Ｃｐ－２Ｅ土中建込用

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RES10   ガードレール撤去工                      
旧Ｇｒ－Ｓ－１ＢＣｏ建込用              

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RES12   ガードレール撤去工                      
Ｇｒ－Ａ，Ｂ，Ｃ－２ＢＣｏ建込用        

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RES14   ガードレール撤去工                      
Ｇｒ－Ａｍ，Ｂｍ－２ＢＣｏ建込用        

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RES16   ガードレール撤去工                      
旧Ｇｒ－Ａｐ，Ｂｐ，Ｃｐ－２ＢＣｏ建込用

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RES52   ガードレール撤去工　耐雪型　　　　　　　
旧（Ｓ２・Ｓ３・Ｓ４・Ｓ５）２Ｅ土中建込

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RES54   ガードレール撤去工　耐雪型　　　　　　　
（Ａ４・Ａ５・Ｂ４・Ｃ３）２Ｅ　土中建込

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RES56   ガードレール撤去工　耐雪型　　　　　　　
（Ａ３・Ｂ３・Ｃ２）　３Ｅ　土中建込用　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RES58   ガードレール撤去工　耐雪型　　　　　　　
（Ａ２・Ｂ２）　４Ｅ　土中建込用　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RES60   ガードレール撤去工　耐雪型　　　　　　　
旧（Ｓ２・Ｓ３・Ｓ４・Ｓ５）　Ｃｏ建込　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RES62   ガードレール撤去工　耐雪型　　　　　　　
（Ａ２～５・Ｂ２～４・Ｃ２～３）Ｃｏ建込

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 21628 市場単価                             

【1 ガードレール設置・撤去工】          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RET18   ガードレール設置工レール設置            

路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種（耐雪型含む）      
    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RET20   ガードレール設置工レール設置            
分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種（耐雪型含む）    

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RET82   ガードレール設置工加算額                
標準支柱より長い（Ｂ，Ｃ）支柱間隔＝４ｍ

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RET84   ガードレール設置工　加算額　　　　　　　
標準支柱より長い（Ｂ・Ｃ種）支柱間隔３ｍ

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RET86   ガードレール設置工加算額                
標準支柱より長い（Ｂ，Ｃ）支柱間隔＝２ｍ

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RET88   ガードレール設置工加算額                
曲げ支柱（Ｂ，Ｃ）支柱間隔＝４ｍ        

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RET90   ガードレール設置工　加算額　　　　　　　
曲げ支柱（Ｂ・Ｃ種）支柱間隔３ｍ　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RET92   ガードレール設置工加算額                
曲げ支柱（Ｂ，Ｃ）支柱間隔＝２ｍ        

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REU42   ガードレール撤去工レール撤去            
路側用　旧Ｓ種（耐雪型含む）            

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REU44   ガードレール撤去工レール撤去            
路側用Ａ～Ｃ種・旧Ａｐ～Ｃｐ種（耐雪含）

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REU46   ガードレール撤去工レール撤去            
分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種（耐雪型含む）    

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 21728 市場単価                             

【2 標識設置工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RGA02   道路標識設置工標識柱・基礎路側式        

単柱式メッキ径６０．５                  
    基    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA04   道路標識設置工標識柱・基礎路側式        
単柱式メッキ径７６．３                  

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA06   道路標識設置工標識柱・基礎路側式        
単柱式メッキ径８９．１                  

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA08   道路標識設置工標識柱・基礎路側式        
単柱式メッキ径１０１．６                

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA10   道路標識設置工　標識柱・基礎　路側式    
単柱式　メッキ＋静電粉体（白）径６０．５

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA12   道路標識設置工　標識柱・基礎　路側式    
単柱式　メッキ＋静電粉体（白）径７６．３

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA14   道路標識設置工　標識柱・基礎　路側式    
単柱式　メッキ＋静電粉体（白）径８９．１

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA16   道路標識設置工　標識柱・基礎　路側式    
単柱式　静電粉体塗装（白）径６０．５    

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA18   道路標識設置工　標識柱・基礎　路側式    
単柱式　静電粉体塗装（白）径７６．３    

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA20   道路標識設置工　標識柱・基礎　路側式    
単柱式　静電粉体塗装（白）径８９．１    

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA22   道路標識設置工標識柱・基礎路側式        
複柱式メッキ径６０．５                  

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA24   道路標識設置工標識柱・基礎路側式        
複柱式メッキ径７６．３                  

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA26   道路標識設置工標識柱・基礎路側式        
複柱式メッキ径８９．１                  

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA28   道路標識設置工標識柱・基礎路側式        
複柱式メッキ径１０１．６                

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA30   道路標識設置工　標識柱・基礎　路側式    
複柱式　メッキ＋静電粉体（白）径６０．５

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA32   道路標識設置工　標識柱・基礎　路側式    
複柱式　メッキ＋静電粉体（白）径７６．３

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 21828 市場単価                             

【2 標識設置工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RGA34   道路標識設置工　標識柱・基礎　路側式    

複柱式　メッキ＋静電粉体（白）径８９．１
    基    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA36   道路標識設置工　標識柱・基礎　路側式    
複柱式　静電粉体塗装（白）径６０．５    

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA38   道路標識設置工　標識柱・基礎　路側式    
複柱式　静電粉体塗装（白）径７６．３    

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA40   道路標識設置工　標識柱・基礎　路側式    
複柱式　静電粉体塗装（白）径８９．１    

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA52   道路標識設置工標識柱片持式設置手間      
４００㎏未満                            

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA54   道路標識設置工標識柱片持式設置手間      
４００㎏以上                            

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGB22   道路標識設置工標識板案内標識金具含      
広角プリズムレンズ　２㎡未満            

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGB24   道路標識設置工標識板案内標識金具含      
広角プリズムレンズ　２㎡以上            

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGB72   道路標識設置工　添加式　金具含　材工共　
信号アーム部　　　　　　　　　　　　　　

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGB74   道路標識設置工　添加式　金具含　材工共　
照明柱　既設標識柱　　　　　　　　　　　

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGB76   道路標識設置工　添加式　取付金具設置手間
歩道橋　　　　　　　　　　　　　　　　　

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGD02   道路標識撤去工　標識柱基礎含　路側式　　
単柱式　径６０．５～径１０１．６　　　　

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGD04   道路標識撤去工　標識柱基礎含　路側式　　
複柱式　径６０．５～径１０１．６　　　　

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGD12   道路標識撤去工　標識柱のみ　片持式　　　
４００㎏未満　　　　　　　　　　　　　　

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGD14   道路標識撤去工　標識柱のみ　片持式　　　
４００㎏以上　　　　　　　　　　　　　　

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGD22   道路標識撤去工　標識柱のみ　門型式　　　
１０ｍ未満　　　　　　　　　　　　　　　

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 21928 市場単価                             

【2 標識設置工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RGD24   道路標識撤去工　標識柱のみ　門型式　　　

１０ｍ以上　２０ｍ未満　　　　　　　　　
    基    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGD26   道路標識撤去工　標識柱のみ　門型式　　　
２０ｍ以上　　　　　　　　　　　　　　　

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGD42   道路標識撤去工　標識板                  
警戒　規制　指示　路線番号標識          

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGD44   道路標識撤去工　標識板　案内標識　　　　
２．０㎡未満　　　　　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGD46   道路標識撤去工　標識板　案内標識　　　　
２．０㎡以上　　　　　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGD62   道路標識撤去工　標識板　添架式　金具含　
信号アーム部　　　　　　　　　　　　　　

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGD64   道路標識撤去工　標識板　添架式　金具含　
照明柱　既設標識柱　　　　　　　　　　　

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGD66   道路標識撤去工　標識板　添架式　金具含　
歩道橋　　　　　　　　　　　　　　　　　

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGD72   道路標識撤去工　標識Ｃｏ基礎　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGD96   道路標識設置工　加算額                  
取付金具材料                            

    段    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG02   視線誘導標設置工　土中建込　　　　　　　
両面反射　径１００以下　支柱径３４　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG04   視線誘導標設置工　土中建込　　　　　　　
両面反射　径１００以下　支柱径６０．５　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG06   視線誘導標設置工　土中建込　　　　　　　
両面反射　径１００以下　支柱径８９　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG07   視線誘導標設置工　土中建込　　　　　　　
両面反射　径３００　支柱径６０．５　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG10   視線誘導標設置工　土中建込　　　　　　　
片面反射　径１００以下　支柱径３４　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG12   視線誘導標設置工　土中建込　　　　　　　
片面反射　径１００以下　支柱径６０．５　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 22028 市場単価                             

【2 標識設置工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RGG14   視線誘導標設置工　土中建込　　　　　　　

片面反射　径１００以下　支柱径８９　　　
    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG15   視線誘導標設置工　土中建込　　　　　　　
片面反射　径３００　支柱径６０．５　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG32   視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔有　　　
両面反射　径１００以下　支柱径３４　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG34   視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔有　　　
両面反射　径１００以下　支柱径６０．５　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG36   視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔有　　　
両面反射　径１００以下　支柱径８９　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG37   視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔有　　　
両面反射　径３００　支柱径６０．５　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG40   視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔有　　　
片面反射　径１００以下　支柱径３４　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG42   視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔有　　　
片面反射　径１００以下　支柱径６０．５　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG44   視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔有　　　
片面反射　径１００以下　支柱径８９　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG45   視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔有　　　
片面反射　径３００　支柱径６０．５　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG52   視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔無　　　
両面反射　径１００以下　支柱径３４　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG54   視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔無　　　
両面反射　径１００以下　支柱径６０．５　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG56   視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔無　　　
両面反射　径１００以下　支柱径８９　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG57   視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔無　　　
両面反射　径３００　支柱径６０．５　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG60   視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔無　　　
片面反射　径１００以下　支柱径３４　　　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGG62   視線誘導標設置工　Ｃｏ建込　穿孔無　　　
片面反射　径１００以下　支柱径６０．５　

    本    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 22328 市場単価                             

【3 道路付属物設置工】                  

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RGA72   道路標識設置工標識柱門型式設置手間      

１０ｍ未満                              
    基    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA74   道路標識設置工標識柱門型式設置手間      
１０～２０ｍ                            

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGA76   道路標識設置工標識柱門型式設置手間      
２０ｍ以上                              

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGB02   道路標識設置工標識板案内標識金具含      
カプセルレンズ　２㎡未満                

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGB04   道路標識設置工標識板案内標識金具含      
カプセルレンズ　２㎡以上                

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGB12   道路標識設置工標識板案内標識金具含      
封入レンズ　２㎡未満                    

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGB14   道路標識設置工標識板案内標識金具含      
封入レンズ　２㎡以上                    

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGB52   道路標識設置工標識板設置手間            
警戒規制指示路線番号標識                

    基    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGC02   道路標識設置工標識Ｃｏ基礎              
４．０m3未満                            

    ｍ3   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGC04   道路標識設置工標識Ｃｏ基礎              
４．０m3以上６．０m3未満                

    ｍ3   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGC06   道路標識設置工標識Ｃｏ基礎              
６．０m3以上                            

    ｍ3   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGD84   道路標識設置工加算額                    
標識板の裏面塗装                        

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RGD86   道路標識設置工加算額                    
アンカーボルト材料                      

    ㎏    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

グルービング                            
   RG802   グルービング工縦方向                    

幅９ｍｍ　深さ６ｍｍ　間隔６０ｍｍ　　　
   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RG804   グルービング工縦方向                    
幅９ｍｍ　深さ４ｍｍ　間隔６０ｍｍ　　　

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 22428 市場単価                             

【3 道路付属物設置工】                  

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RG806   グルービング工横方向                    

幅９ｍｍ　深さ６ｍｍ　間隔６０ｍｍ　　　
   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RG808   グルービング工横方向                    
幅３６ｍｍ　深さ１０ｍｍ（路面排水用）　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

- 122 -

　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 22528 市場単価                             

【4 法面保護工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RF002   法面工コンクリート吹付工                

厚10㎝                                  
    ㎡    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF004   法面工コンクリート吹付工                
厚15㎝                                  

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF006   法面工コンクリート吹付工                
厚20㎝                                  

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF042   法面工モルタル吹付工                    
厚5㎝                                   

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF044   法面工モルタル吹付工                    
厚6㎝                                   

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF046   法面工モルタル吹付工                    
厚7㎝                                   

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF048   法面工モルタル吹付工                    
厚8㎝                                   

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF050   法面工モルタル吹付工                    
厚9㎝                                   

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF052   法面工モルタル吹付工                    
厚10㎝                                  

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF102   法面工機械播種施工による植生工          
植生基材吹付工厚3㎝                     

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF104   法面工機械播種施工による植生工          
植生基材吹付工厚4㎝                     

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF106   法面工機械播種施工による植生工          
植生基材吹付工厚5㎝                     

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF108   法面工機械播種施工による植生工          
植生基材吹付工厚6㎝                     

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF110   法面工機械播種施工による植生工          
植生基材吹付工厚7㎝                     

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF112   法面工機械播種施工による植生工          
植生基材吹付工厚8㎝                     

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF114   法面工機械播種施工による植生工          
植生基材吹付工厚10㎝                    

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 22628 市場単価                             

【4 法面保護工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RF122   法面工機械播種施工による植生工          

客土吹付工　厚１㎝　　　　　　　　　　　
    ㎡    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF124   法面工機械播種施工による植生工          
客土吹付工　厚２㎝　　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF126   法面工機械播種施工による植生工          
客土吹付工　厚３㎝　　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF128   法面工機械播種施工による植生工          
種子散布工　　　　　　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF152   法面工　ネット張工　　　　　　　　　　　
繊維ネット工　肥料袋無し　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF156   法面工　人力施工による植生工　　　　　　
植生シート工　肥料袋無し　標準品　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF157   法面工　人力施工による植生工　　　　　　
植生シート工　肥料袋無し　環境品　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF160   法面工　ネット張工　　　　　　　　　　　
繊維ネット工　肥料袋付き　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF164   法面工　人力施工による植生工　　　　　　
植生マット工　肥料袋付き　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF302   法面工　人力施工による植生工　　　　　　
植生筋工　人工筋芝（種子帯）　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF304   法面工　人力施工による植生工　　　　　　
筋芝工　野芝・高麗芝　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF306   法面工　人力施工による植生工　　　　　　
張芝工　野芝・高麗芝（全面張り）　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF532   吹付枠工モルタル・コンクリート          
梁断面150×150                          

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF534   吹付枠工モルタル・コンクリート          
梁断面200×200                          

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF536   吹付枠工モルタル・コンクリート          
梁断面300×300                          

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF538   吹付枠工モルタル・コンクリート          
梁断面400×400                          

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

- 123 -

　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 22728 市場単価                             

【4 法面保護工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RF540   吹付枠工モルタル・コンクリート          

梁断面500×500                          
    ｍ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF542   吹付枠工モルタル・コンクリート          
梁断面600×600                          

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF562   吹付枠工                                
ラス張工                                

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF582   吹付枠工（加算額）                      
水切モルタル・コンクリート              

    ｍ3   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF584   吹付枠工（加算額）　　　　　　　　　　　
表面コテ仕上げ　　　　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 22828 市場単価                             

【6 落石防護工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27

(落石防護柵工)                          
   RJ501   落石防護柵設置工　ロープ・金網設置工　　

間隔保持材付　柵高１．５ｍ　ロープ５本　
    ｍ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ503   落石防護柵設置工　ロープ・金網設置工　　
間隔保持材付　柵高２ｍ　ロープ７本　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ505   落石防護柵設置工　ロープ・金網設置工　　
間隔保持材付　柵高２．５ｍ　ロープ８本　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ507   落石防護柵設置工　ロープ・金網設置工　　
間隔保持材付　柵高３ｍ　ロープ１０本　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ509   落石防護柵設置工　ロープ・金網設置工　　
間隔保持材付　柵高３．５ｍ　ロープ１２本

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ511   落石防護柵設置工　ロープ・金網設置工　　
間隔保持材付　柵高４ｍ　ロープ１３本　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ513   落石防護柵設置工　ロープ・金網設置工　　
上弦材付　柵高１．５ｍ　ロープ５本　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ515   落石防護柵設置工　ロープ・金網設置工　　
上弦材付　柵高２ｍ　ロープ７本　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ517   落石防護柵設置工　ロープ・金網設置工　　
上弦材付　柵高２．５ｍ　ロープ８本　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ519   落石防護柵設置工　ロープ・金網設置工　　
上弦材付　柵高３ｍ　ロープ１０本　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ542   落石防護柵設置工　ステーロープ　　　　　
岩盤用アンカー込み　　　　　　　　　　　

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ544   落石防護柵設置工　加算額　　　　　　　　
曲支柱　柵高３．５ｍ以下　　　　　　　　

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ546   落石防護柵設置工　加算額　　　　　　　　
曲支柱　柵高４ｍ　　　　　　　　　　　　

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ551   落石防護柵設置工　中間支柱設置工        
柵高１．５ｍ　メッキ                    

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ553   落石防護柵設置工　中間支柱設置工        
柵高２ｍ　メッキ                        

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

- 124 -

　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 22928 市場単価                             

【6 落石防護工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RJ555   落石防護柵設置工　中間支柱設置工        

柵高２．５ｍ　メッキ                    
    本    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ557   落石防護柵設置工　中間支柱設置工        
柵高３ｍ　メッキ                        

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ559   落石防護柵設置工　中間支柱設置工        
柵高３．５ｍ　メッキ                    

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ561   落石防護柵設置工　中間支柱設置工        
柵高４ｍ　メッキ                        

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ563   落石防護柵設置工　端末支柱設置工        
柵高１．５ｍ　メッキ                    

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ565   落石防護柵設置工　端末支柱設置工        
柵高２ｍ　メッキ                        

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ567   落石防護柵設置工　端末支柱設置工        
柵高２．５ｍ　メッキ                    

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ569   落石防護柵設置工　端末支柱設置工        
柵高３ｍ　メッキ                        

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ571   落石防護柵設置工　端末支柱設置工        
柵高３．５ｍ　メッキ                    

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ573   落石防護柵設置工　端末支柱設置工        
柵高４ｍ　メッキ                        

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

(落石防止網)                            
   RJ702   落石防止網設置工金網・ロープ設置        

亜鉛メッキ３、４種　径２．６㎜　　　　　
    ㎡    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ704   落石防止網設置工金網・ロープ設置        
亜鉛メッキ３、４種　径３．２㎜　　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ706   落石防止網設置工金網・ロープ設置        
亜鉛メッキ３、４種　径４．０㎜　　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ708   落石防止網設置工金網・ロープ設置        
亜鉛メッキ３、４種　径５．０㎜　　　　　

    ㎡    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ712   落石防止網設置工アンカー設置岩盤用      
径２２×長１０００㎜　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 23028 市場単価                             

【6 落石防護工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RJ714   落石防止網設置工アンカー設置岩盤用      

径２５×長１０００㎜　　　　　　　　　　
   箇所   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ716   落石防止網設置工アンカー設置岩盤用      
径２９×長１０００㎜                    

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ718   落石防止網設置工アンカー設置岩盤用      
径３２×長１０００㎜　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ722   落石防止網設置工アンカー設置土中用      
羽根付　径２５×長１５００㎜　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ724   落石防止網設置工アンカー設置土中用      
プレート羽根付　１５００㎜　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ726   落石防止網設置工アンカー設置土中用      
プレート羽根付　２０００㎜　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ728   落石防止網設置工アンカー設置土中用      
溝形鋼羽根付　１５００㎜　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ730   落石防止網設置工アンカー設置土中用      
溝形鋼羽根付　２０００㎜　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ752   落石防止網設置工ポケット式支柱          
アンカー固定式　支柱高２．０ｍ          

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ754   落石防止網設置工ポケット式支柱          
アンカー固定式　支柱高２．５ｍ          

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ756   落石防止網設置工ポケット式支柱          
アンカー固定式　支柱高３．０ｍ          

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ758   落石防止網設置工ポケット式支柱          
アンカー固定式　支柱高３．５ｍ          

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ760   落石防止網設置工ポケット式支柱          
アンカー固定式　支柱高４．０ｍ          

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

- 125 -

　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 23128 市場単価                             

【7 鉄筋挿入工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RF802   鉄筋挿入工（ロックボルト工）            

現場条件１　　　　　　　　　　　　　　　
    ｍ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF804   鉄筋挿入工（ロックボルト工）            
現場条件２　　　　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF806   鉄筋挿入工（ロックボルト工）            
現場条件３　　　　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF808   鉄筋挿入工（ロックボルト工）            
削孔機械の上下移動　　　　　　　　　　　

    回    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RF810   鉄筋挿入工（ロックボルト工）            
仮設足場の設置・撤去　　　　　　　　　　

  空ｍ３  刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 23228 市場単価                             

【8 その他】                            

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27

(鉄筋工)                                
   RE014   鉄筋工　加工・組立共　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RE018   鉄筋工　加工・組立共                    
場所打杭用かご筋（無溶接工法）          

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RE314   ガス圧接工　手動（半自動）・自動　　　　
Ｄ１９×Ｄ１９　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RE316   ガス圧接工　手動（半自動）・自動　　　　
Ｄ２２×Ｄ２２　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RE318   ガス圧接工　手動（半自動）・自動　　　　
Ｄ２５×Ｄ２５　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RE320   ガス圧接工　手動（半自動）・自動　　　　
Ｄ２９×Ｄ２９　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RE322   ガス圧接工　手動（半自動）・自動　　　　
Ｄ３２×Ｄ３２　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RE324   ガス圧接工　手動（半自動）・自動　　　　
Ｄ３５×Ｄ３５　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RE326   ガス圧接工　手動（半自動）・自動　　　　
Ｄ３８×Ｄ３８　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RE328   ガス圧接工　手動（半自動）・自動　　　　
Ｄ４１×Ｄ４１　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RE330   ガス圧接工　手動（半自動）・自動　　　　
Ｄ５１×Ｄ５１　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

(軟弱地盤処理)                          
   REW02   軟弱地盤処理工　サンドドレーン工　　　　

打設長１０ｍ未満　　　　　　　　　　　　
    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REW04   軟弱地盤処理工　サンドドレーン工　　　　
打設長１０ｍ以上２０ｍ未満　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REW10   軟弱地盤処理工　サンドドレーン工　　　　
打設長２０ｍ以上３５ｍ未満              

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

- 126 -

　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 23328 市場単価                             

【8 その他】                            

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   REW22   軟弱地盤処理工サンドコンパクションパイル

打設長１０ｍ未満　　　　　　　　　　　　
    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REW24   軟弱地盤処理工サンドコンパクションパイル
打設長１０ｍ以上２０ｍ未満　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   REW30   軟弱地盤処理工サンドコンパクションパイル
打設長２０ｍ以上３５ｍ未満              

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

(構造物とりこわし)                      

(横断・転落防止柵)                      
   RJ008   横断・転落防止柵設置　ビーム式・パネル式

土中建込用（手間のみ）                  
    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ048   横断・転落防止柵設置　ビーム式・パネル式
プレキャスト建込用（手間のみ）          

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ050   横断・転落防止柵設置　門型              
プレキャスト建込用（手間のみ）          

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ068   横断・転落防止柵設置　ビーム式・パネル式
コンクリート建込用（手間のみ）          

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ070   横断・転落防止柵設置　門型              
コンクリート建込用（手間のみ）          

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ088   横断・転落防止柵設置　ビーム式・パネル式
アンカーボルト固定用（手間のみ）        

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ108   横断・転落防止柵部材設置　ビーム・パネル
部材設置（手間のみ）                    

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ142   横断・転落防止柵設置　根巻きコンクリート
（材工共）                              

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ208   横断・転落防止柵撤去　ビーム式・パネル式
土中建込用　　　　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ228   横断・転落防止柵撤去　ビーム式・パネル式
プレキャスト建込用　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ230   横断・転落防止柵撤去　門型　　　　　　　
プレキャスト建込用　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 23428 市場単価                             

【8 その他】                            

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RJ248   横断・転落防止柵撤去　ビーム式・パネル式

コンクリート建込用　　　　　　　　　　　
    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ250   横断・転落防止柵撤去　門型　　　　　　　
コンクリート建込用　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ268   横断・転落防止柵撤去　ビーム式・パネル式
アンカーボルト固定用　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ308   横断・転落防止柵部材撤去　ビーム・パネル
部材撤去　　　　　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

(ガードパイプ)                          
   RJ402   ガードパイプ設置工（塗装）　　　　　　　

土中建込　Ａｐ－２Ｅ　　　　　　　　　　
    ｍ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ404   ガードパイプ設置工（塗装）　　　　　　　
土中建込　Ｂｐ－２Ｅ　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ406   ガードパイプ設置工（塗装）　　　　　　　
土中建込　Ｃｐ－２Ｅ　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ408   ガードパイプ設置工（メッキ）　　　　　　
土中建込　Ａｐ－２Ｅ　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ410   ガードパイプ設置工（メッキ）　　　　　　
土中建込　Ｂｐ－２Ｅ　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ422   ガードパイプ設置工（塗装）　　　　　　　
コンクリート建込　Ａｐ－２Ｂ　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ424   ガードパイプ設置工（塗装）　　　　　　　
コンクリート建込　Ｂｐ－２Ｂ　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ426   ガードパイプ設置工（塗装）　　　　　　　
コンクリート建込　Ｃｐ－２Ｂ　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ428   ガードパイプ設置工（メッキ）　　　　　　
コンクリート建込　Ａｐ－２Ｂ　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ430   ガードパイプ設置工（メッキ）　　　　　　
コンクリート建込　Ｂｐ－２Ｂ　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ452   ガードパイプ撤去工（塗装・メッキ品）　　
土中建込　Ａｐ－２Ｅ　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 23528 市場単価                             

【8 その他】                            

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RJ454   ガードパイプ撤去工（塗装・メッキ品）　　

土中建込　Ｂｐ－２Ｅ　　　　　　　　　　
    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ456   ガードパイプ撤去工（塗装）　　　　　　　
土中建込　Ｃｐ－２Ｅ　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ462   ガードパイプ撤去工（塗装・メッキ品）　　
コンクリート建込　ＡＰ－２Ｂ　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ464   ガードパイプ撤去工（塗装・メッキ品）　　
コンクリート建込　ＢＰ－２Ｂ　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ466   ガードパイプ撤去工（塗装）　　　　　　　
コンクリート建込　Ｃｐ－２Ｂ　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ472   ガードパイプ部材設置工　パイプ設置　　　
Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ　支柱間隔２ｍ　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ474   ガードパイプ部材撤去工　パイプ撤去　　　
Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ　支柱間隔２ｍ　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ476   ガードパイプ設置工　加算額　　　　　　　
標準支柱より長い（Ｂ・Ｃ）支柱間隔２ｍ　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RJ478   ガードパイプ設置工　加算額　　　　　　　
曲げ支柱（Ｂ・Ｃ）支柱間隔２ｍ　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

(その他)                                
 TT114DBK  塩化ビニル製ます設置工［材工共］        

市場単価　ます（径１５０）              
   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TT115DBK  塩化ビニル製ます設置工［材工共］        
市場単価　ます（径２００）              

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TT116DBK  塩化ビニル製ます設置工［材工共］        
市場単価　ます（径３００）              

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TT117DBK  塩化ビニル製ます設置工［材工共］        
市場単価　ます（径３５０）              

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TT122DBK  鋳鉄製防護蓋設置費［手間のみ］          
市場単価　                              

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 23629 土木工事標準単価                     

【1 区画線工】                          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RR001   区画線設置（溶融式・手動）              

豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間      
    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RR002   区画線設置（溶融式・手動）              
豪雪無　実線１５ｃｍ　制約受　昼間      

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RR003   区画線設置（溶融式・手動）              
豪雪無　実線１５ｃｍ　制約著　昼間      

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RR007   区画線設置（溶融式・手動）              
豪雪無　実線２０ｃｍ　制約無　昼間      

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RR008   区画線設置（溶融式・手動）              
豪雪無　実線２０ｃｍ　制約受　昼間      

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RR009   区画線設置（溶融式・手動）              
豪雪無　実線２０ｃｍ　制約著　昼間      

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RR013   区画線設置（溶融式・手動）              
豪雪無　実線３０ｃｍ　制約無　昼間      

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RR014   区画線設置（溶融式・手動）              
豪雪無　実線３０ｃｍ　制約受　昼間      

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RR015   区画線設置（溶融式・手動）              
豪雪無　実線３０ｃｍ　制約著　昼間      

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RR019   区画線設置（溶融式・手動）              
豪雪無　実線４５ｃｍ　制約無　昼間      

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RR020   区画線設置（溶融式・手動）              
豪雪無　実線４５ｃｍ　制約受　昼間      

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RR021   区画線設置（溶融式・手動）              
豪雪無　実線４５ｃｍ　制約著　昼間      

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RR025   区画線設置（溶融式・手動）              
豪雪無　破線１５ｃｍ　制約無　昼間      

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RR026   区画線設置（溶融式・手動）              
豪雪無　破線１５ｃｍ　制約受　昼間      

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RR027   区画線設置（溶融式・手動）              
豪雪無　破線１５ｃｍ　制約著　昼間      

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RR031   区画線設置（溶融式・手動）              
豪雪無　破線２０ｃｍ　制約無　昼間      

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 25329 土木工事標準単価                     

【2 排水構造物工】                      

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRD51   排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）

４０ｋｇ以下　制約無　昼間              
    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRD52   排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）
４０ｋｇ以下　制約受　昼間              

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRD53   排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）
４０ｋｇ以下　制約著　昼間              

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRD57   排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）
４０超１７０ｋｇ以下　制約無　昼間      

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRD58   排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）
４０超１７０ｋｇ以下　制約受　昼間      

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRD59   排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）
４０超１７０ｋｇ以下　制約著　昼間      

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRD63   排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）
４０ｋｇ以下　制約無　夜間              

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRD64   排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）
４０ｋｇ以下　制約受　夜間              

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRD65   排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）
４０ｋｇ以下　制約著　夜間              

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRD69   排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）
４０超１７０ｋｇ以下　制約無　夜間      

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRD70   排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）
４０超１７０ｋｇ以下　制約受　夜間      

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRD71   排水構造物工　蓋版（コンクリート・鋼製）
４０超１７０ｋｇ以下　制約著　夜間      

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 25429 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRE01   橋梁塗装工　新橋　素地調整              

動力工具処理　制約無　昼間              
   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE02   橋梁塗装工　新橋　素地調整              
動力工具処理　制約受　昼間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE03   橋梁塗装工　新橋　素地調整              
動力工具処理　制約著　昼間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE07   橋梁塗装工　新橋　素地調整              
ブラスト処理　制約無　昼間              

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE08   橋梁塗装工　新橋　素地調整              
ブラスト処理　制約受　昼間              

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE09   橋梁塗装工　新橋　素地調整              
ブラスト処理　制約著　昼間              

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE13   橋梁塗装工　新橋　素地調整              
研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE14   橋梁塗装工　新橋　素地調整              
研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE15   橋梁塗装工　新橋　素地調整              
研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE19   橋梁塗装工　新橋　素地調整              
動力工具処理　制約無　夜間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE20   橋梁塗装工　新橋　素地調整              
動力工具処理　制約受　夜間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE21   橋梁塗装工　新橋　素地調整              
動力工具処理　制約著　夜間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE25   橋梁塗装工　新橋　素地調整              
ブラスト処理　制約無　夜間              

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE26   橋梁塗装工　新橋　素地調整              
ブラスト処理　制約受　夜間              

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE27   橋梁塗装工　新橋　素地調整              
ブラスト処理　制約著　夜間              

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE31   橋梁塗装工　新橋　素地調整              
研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

- 137 -

　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 25529 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRE32   橋梁塗装工　新橋　素地調整              

研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜
   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE33   橋梁塗装工　新橋　素地調整              
研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE71   橋梁塗装工　新橋　準備・補修            
制約無　昼間                            

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE72   橋梁塗装工　新橋　準備・補修            
制約受　昼間                            

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE73   橋梁塗装工　新橋　準備・補修            
制約著　昼間                            

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE77   橋梁塗装工　新橋　準備・補修            
制約無　夜間                            

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE78   橋梁塗装工　新橋　準備・補修            
制約受　夜間                            

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRE79   橋梁塗装工　新橋　準備・補修            
制約著　夜間                            

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF01   橋梁塗装工　新橋　ミストコート          
変性エポキシ樹脂塗料　１層　制約無　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF02   橋梁塗装工　新橋　ミストコート          
変性エポキシ樹脂塗料　１層　制約受　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF03   橋梁塗装工　新橋　ミストコート          
変性エポキシ樹脂塗料　１層　制約著　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF07   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
超厚膜形エポキシ　２回／層　制約無　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF08   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
超厚膜形エポキシ　２回／層　制約受　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF09   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
超厚膜形エポキシ　２回／層　制約著　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF13   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
有機ジンクリッチ　２層　制約無　昼間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF14   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
有機ジンクリッチ　２層　制約受　昼間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 25629 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRF15   橋梁塗装工　新橋　下塗り                

有機ジンクリッチ　２層　制約著　昼間    
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF19   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
有機ジンクリッチ　２回／層　制約無　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF20   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
有機ジンクリッチ　２回／層　制約受　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF21   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
有機ジンクリッチ　２回／層　制約著　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF25   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
変性エポキシ樹脂塗料　２層　制約無　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF26   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
変性エポキシ樹脂塗料　２層　制約受　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF27   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
変性エポキシ樹脂塗料　２層　制約著　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF31   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
鉛・クロムフリーさび止　３層　制約無　昼

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF32   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
鉛・クロムフリーさび止　３層　制約受　昼

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF33   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
鉛・クロムフリーさび止　３層　制約著　昼

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF37   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
変性エポキシ樹脂塗料　１層　制約無　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF38   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
変性エポキシ樹脂塗料　１層　制約受　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF39   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
変性エポキシ樹脂塗料　１層　制約著　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF43   橋梁塗装工　新橋　ミストコート          
変性エポキシ樹脂塗料　１層　制約無　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF44   橋梁塗装工　新橋　ミストコート          
変性エポキシ樹脂塗料　１層　制約受　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF45   橋梁塗装工　新橋　ミストコート          
変性エポキシ樹脂塗料　１層　制約著　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

- 138 -

　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 25729 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRF49   橋梁塗装工　新橋　下塗り                

超厚膜形エポキシ　２回／層　制約無　夜間
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF50   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
超厚膜形エポキシ　２回／層　制約受　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF51   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
超厚膜形エポキシ　２回／層　制約著　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF55   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
有機ジンクリッチ　２層　制約無　夜間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF56   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
有機ジンクリッチ　２層　制約受　夜間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF57   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
有機ジンクリッチ　２層　制約著　夜間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF61   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
有機ジンクリッチ　２回／層　制約無　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF62   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
有機ジンクリッチ　２回／層　制約受　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF63   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
有機ジンクリッチ　２回／層　制約著　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF67   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
変性エポキシ樹脂塗料　２層　制約無　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF68   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
変性エポキシ樹脂塗料　２層　制約受　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF69   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
変性エポキシ樹脂塗料　２層　制約著　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF73   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
鉛・クロムフリーさび止　３層　制約無　夜

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF74   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
鉛・クロムフリーさび止　３層　制約受　夜

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF75   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
鉛・クロムフリーさび止　３層　制約著　夜

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF79   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
変性エポキシ樹脂塗料　１層　制約無　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 25829 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRF80   橋梁塗装工　新橋　下塗り                

変性エポキシ樹脂塗料　１層　制約受　夜間
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRF81   橋梁塗装工　新橋　下塗り                
変性エポキシ樹脂塗料　１層　制約著　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG21   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG22   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG23   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG27   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG28   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG29   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG33   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG34   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG35   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG39   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
ふっ素樹脂塗料用　赤系　制約無　昼間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG40   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
ふっ素樹脂塗料用　赤系　制約受　昼間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG41   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
ふっ素樹脂塗料用　赤系　制約著　昼間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG45   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
ふっ素樹脂塗料用　淡彩　制約無　昼間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG46   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
ふっ素樹脂塗料用　淡彩　制約受　昼間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 25929 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRG47   橋梁塗装工　新橋　中塗り                

ふっ素樹脂塗料用　淡彩　制約著　昼間    
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG51   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
ふっ素樹脂塗料用　濃彩　制約無　昼間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG52   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
ふっ素樹脂塗料用　濃彩　制約受　昼間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG53   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
ふっ素樹脂塗料用　濃彩　制約著　昼間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG57   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG58   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG59   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG63   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG64   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG65   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG69   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG70   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG71   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG75   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
ふっ素樹脂塗料用　赤系　制約無　夜間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG76   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
ふっ素樹脂塗料用　赤系　制約受　夜間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG77   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
ふっ素樹脂塗料用　赤系　制約著　夜間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 26029 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRG81   橋梁塗装工　新橋　中塗り                

ふっ素樹脂塗料用　淡彩　制約無　夜間    
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG82   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
ふっ素樹脂塗料用　淡彩　制約受　夜間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG83   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
ふっ素樹脂塗料用　淡彩　制約著　夜間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG87   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
ふっ素樹脂塗料用　濃彩　制約無　夜間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG88   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
ふっ素樹脂塗料用　濃彩　制約受　夜間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRG89   橋梁塗装工　新橋　中塗り                
ふっ素樹脂塗料用　濃彩　制約著　夜間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH21   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH22   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH23   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH27   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH28   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH29   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH33   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH34   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH35   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH39   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　赤系　制約無　昼間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

- 140 -

　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 26129 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRH40   橋梁塗装工　新橋　上塗り                

ふっ素樹脂塗料　赤系　制約受　昼間      
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH41   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　赤系　制約著　昼間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH45   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　淡彩　制約無　昼間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH46   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　淡彩　制約受　昼間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH47   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　淡彩　制約著　昼間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH51   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　濃彩　制約無　昼間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH52   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　濃彩　制約受　昼間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH53   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　濃彩　制約著　昼間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH57   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH58   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH59   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH63   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH64   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH65   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH69   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH70   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 26229 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRH71   橋梁塗装工　新橋　上塗り                

長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著　夜間  
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH75   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　赤系　制約無　夜間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH76   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　赤系　制約受　夜間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH77   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　赤系　制約著　夜間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH81   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　淡彩　制約無　夜間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH82   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　淡彩　制約受　夜間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH83   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　淡彩　制約著　夜間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH87   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　濃彩　制約無　夜間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH88   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　濃彩　制約受　夜間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRH89   橋梁塗装工　新橋　上塗り                
ふっ素樹脂塗料　濃彩　制約著　夜間      

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ21   橋梁塗装工　塗替　清掃・水洗い          
制約無　昼間                            

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ22   橋梁塗装工　塗替　清掃・水洗い          
制約受　昼間                            

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ23   橋梁塗装工　塗替　清掃・水洗い          
制約著　昼間                            

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ27   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
１種ケレン　制約無　昼間                

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ28   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
１種ケレン　制約受　昼間                

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ29   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
１種ケレン　制約著　昼間                

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

- 141 -

　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 26329 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRJ33   橋梁塗装工　塗替　素地調整              

２種ケレン　制約無　昼間                
   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ34   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
２種ケレン　制約受　昼間                

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ35   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
２種ケレン　制約著　昼間                

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ39   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＡ　制約無　昼間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ40   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＡ　制約受　昼間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ41   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＡ　制約著　昼間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ45   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＢ　制約無　昼間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ46   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＢ　制約受　昼間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ47   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＢ　制約著　昼間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ51   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＣ　制約無　昼間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ52   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＣ　制約受　昼間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ53   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＣ　制約著　昼間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ57   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
４種ケレン　制約無　昼間                

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ58   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
４種ケレン　制約受　昼間                

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ59   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
４種ケレン　制約著　昼間                

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ63   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　昼

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 26429 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRJ64   橋梁塗装工　塗替　素地調整              

研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　昼
   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ65   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　昼

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ69   橋梁塗装工　塗替　清掃・水洗い          
制約無　夜間                            

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ70   橋梁塗装工　塗替　清掃・水洗い          
制約受　夜間                            

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ71   橋梁塗装工　塗替　清掃・水洗い          
制約著　夜間                            

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ75   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
１種ケレン　制約無　夜間                

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ76   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
１種ケレン　制約受　夜間                

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ77   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
１種ケレン　制約著　夜間                

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ81   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
２種ケレン　制約無　夜間                

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ82   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
２種ケレン　制約受　夜間                

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ83   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
２種ケレン　制約著　夜間                

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ87   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＡ　制約無　夜間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ88   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＡ　制約受　夜間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ89   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＡ　制約著　夜間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ93   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＢ　制約無　夜間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ94   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＢ　制約受　夜間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

- 142 -

　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 26529 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRJ95   橋梁塗装工　塗替　素地調整              

３種ケレンＢ　制約著　夜間              
   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRJ99   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＣ　制約無　夜間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK00   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＣ　制約受　夜間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK01   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
３種ケレンＣ　制約著　夜間              

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK05   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
４種ケレン　制約無　夜間                

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK06   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
４種ケレン　制約受　夜間                

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK07   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
４種ケレン　制約著　夜間                

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK11   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
研削材・ケレンかす回収積込工　制約無　夜

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK12   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
研削材・ケレンかす回収積込工　制約受　夜

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK13   橋梁塗装工　塗替　素地調整              
研削材・ケレンかす回収積込工　制約著　夜

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK51   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形変性エポキシ　１層　制約無　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK52   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形変性エポキシ　１層　制約受　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK53   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形変性エポキシ　１層　制約著　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK57   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約無　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK58   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約受　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK59   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約著　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 26629 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRK63   橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー）    

弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約無　昼間
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK64   橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー）    
弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約受　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK65   橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー）    
弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約著　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK69   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
鉛・クロムフリーさび止　２層　制約無　昼

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK70   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
鉛・クロムフリーさび止　２層　制約受　昼

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK71   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
鉛・クロムフリーさび止　２層　制約著　昼

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK75   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅠ）
有機ジンクリッチ　１層　制約無　昼間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK76   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅠ）
有機ジンクリッチ　１層　制約受　昼間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK77   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅠ）
有機ジンクリッチ　１層　制約著　昼間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK81   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅡ）
有機ジンクリッチ　２回／層　制約無　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK82   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅡ）
有機ジンクリッチ　２回／層　制約受　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK83   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅡ）
有機ジンクリッチ　２回／層　制約著　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK87   橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー）    
有機ジンクリッチ　１層　制約無　昼間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK88   橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー）    
有機ジンクリッチ　１層　制約受　昼間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK89   橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー）    
有機ジンクリッチ　１層　制約著　昼間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK93   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
無溶剤形変性エポキシ　２層　制約無　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 26729 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRK94   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）

無溶剤形変性エポキシ　２層　制約受　昼間
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK95   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
無溶剤形変性エポキシ　２層　制約著　昼間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRK99   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形変性エポキシ　１層　制約無　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL00   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形変性エポキシ　１層　制約受　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL01   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形変性エポキシ　１層　制約著　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL05   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約無　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL06   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約受　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL07   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約著　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL11   橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー）    
弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約無　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL12   橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー）    
弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約受　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL13   橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー）    
弱溶剤形変性エポキシ　２層　制約著　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL17   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
鉛・クロムフリーさび止　２層　制約無　夜

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL18   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
鉛・クロムフリーさび止　２層　制約受　夜

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL19   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
鉛・クロムフリーさび止　２層　制約著　夜

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL23   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅠ）
有機ジンクリッチ　１層　制約無　夜間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL24   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅠ）
有機ジンクリッチ　１層　制約受　夜間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 26829 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRL25   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅠ）

有機ジンクリッチ　１層　制約著　夜間    
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL29   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅡ）
有機ジンクリッチ　２回／層　制約無　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL30   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅡ）
有機ジンクリッチ　２回／層　制約受　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL31   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけローラーⅡ）
有機ジンクリッチ　２回／層　制約著　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL35   橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー）    
有機ジンクリッチ　１層　制約無　夜間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL36   橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー）    
有機ジンクリッチ　１層　制約受　夜間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL37   橋梁塗装工　塗替　下塗り（スプレー）    
有機ジンクリッチ　１層　制約著　夜間    

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL41   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
無溶剤形変性エポキシ　２層　制約無　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL42   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
無溶剤形変性エポキシ　２層　制約受　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL43   橋梁塗装工　塗替　下塗（はけ・ローラー）
無溶剤形変性エポキシ　２層　制約著　夜間

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL81   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL82   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL83   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL87   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL88   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL89   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 26929 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRL93   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）

長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約無　昼間  
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL94   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL95   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRL99   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM00   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM01   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM05   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM06   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM07   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM11   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM12   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM13   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM17   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM18   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM19   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM23   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 27029 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRM24   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）

弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約受　昼間  
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM25   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM29   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM30   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM31   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM35   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM36   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM37   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM41   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM42   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM43   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM47   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM48   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM49   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM53   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM54   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

- 145 -

　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 27129 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRM55   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）

弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約著　夜間  
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM59   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM60   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM61   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM65   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM66   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM67   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM71   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM72   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM73   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM77   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM78   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM79   橋梁塗装工　塗替　中塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM83   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM84   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRM85   橋梁塗装工　塗替　中塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 27229 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRN21   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）

長油性フタル酸樹脂　赤系　制約無　昼間  
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN22   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN23   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN27   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN28   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN29   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN33   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN34   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN35   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN39   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN40   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN41   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN45   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN46   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN47   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN51   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

- 146 -

　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 27329 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRN52   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）

弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約受　昼間  
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN53   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN57   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN58   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN59   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN63   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN64   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN65   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN69   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN70   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約受　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN71   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約著　昼間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN75   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN76   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN77   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　赤系　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN81   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN82   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 27429 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRN83   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）

長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約著　夜間  
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN87   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN88   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN89   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN93   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN94   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN95   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRN99   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRP00   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRP01   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRP05   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRP06   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRP07   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRP11   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRP12   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRP13   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 27529 土木工事標準単価                     

【3 橋梁塗装工】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRP17   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）

弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　夜間  
   ｍ２   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRP18   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRP19   橋梁塗装工　塗替　上塗（はけ・ローラー）
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRP23   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRP24   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約受　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRP25   橋梁塗装工　塗替　上塗り（スプレー）    
弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約著　夜間  

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 27629 土木工事標準単価                     

【4 構造物とりこわし工】                

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRQ01   構造物とりこわし工                      

無筋構造物　機械施工　制約無　昼間      
   ｍ３   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ02   構造物とりこわし工                      
無筋構造物　機械施工　制約受　昼間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ03   構造物とりこわし工                      
無筋構造物　機械施工　制約著　昼間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ07   構造物とりこわし工                      
無筋構造物　人力施工　制約無　昼間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ08   構造物とりこわし工                      
無筋構造物　人力施工　制約受　昼間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ09   構造物とりこわし工                      
無筋構造物　人力施工　制約著　昼間      

   ｍ３   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ13   構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ14   構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　機械施工　制約受　昼間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ15   構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　機械施工　制約著　昼間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ19   構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　人力施工　制約無　昼間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ20   構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　人力施工　制約受　昼間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ21   構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　人力施工　制約著　昼間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ25   構造物とりこわし工                      
無筋構造物　機械施工　制約無　夜間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ26   構造物とりこわし工                      
無筋構造物　機械施工　制約受　夜間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ27   構造物とりこわし工                      
無筋構造物　機械施工　制約著　夜間      

   ｍ３   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ31   構造物とりこわし工                      
無筋構造物　人力施工　制約無　夜間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 27729 土木工事標準単価                     

【4 構造物とりこわし工】                

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRQ32   構造物とりこわし工                      

無筋構造物　人力施工　制約受　夜間      
   ｍ３   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ33   構造物とりこわし工                      
無筋構造物　人力施工　制約著　夜間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ37   構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　機械施工　制約無　夜間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ38   構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　機械施工　制約受　夜間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ39   構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　機械施工　制約著　夜間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ43   構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　人力施工　制約無　夜間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ44   構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　人力施工　制約受　夜間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRQ45   構造物とりこわし工                      
鉄筋構造物　人力施工　制約著　夜間      

   ｍ３   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

 27829 土木工事標準単価                     

【5 コンクリートブロック積工】          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RRR01   ブロック積工                            

制約無　昼間                            
   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRR02   ブロック積工                            
制約受　昼間                            

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRR03   ブロック積工                            
制約著　昼間                            

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRR07   ブロック積工                            
制約無　夜間                            

   ｍ２   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRR08   ブロック積工                            
制約受　夜間                            

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RRR09   ブロック積工                            
制約著　夜間                            

   ｍ２   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  123 地質・土質調査関連                    

【6 土質試験費】                        

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   T9367   土の圧密試験                            

；粘性土、1試料につき1供試体            
   試験   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T9368   一面せん断試験(1)                       
；粘性土･砂質土(UU試験)､1試料3供試体    

   試験   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T9369   一面せん断試験(2)                       
；粘性土(CU試験)､1試料3供試体           

   試験   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T9371   三軸圧縮試験(1)                         
；粘性土･砂質土(UU試験)､1試料3供試体    

   試験   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T9372   三軸圧縮試験(2)                         
；砂(CD試験)､1試料3供試体               

   試験   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T9373   三軸圧縮試験(3)                         
 ；粘性土(CU試験)､1試料3供試体φ35mm     

   試験   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T9706   三軸圧縮試験(4)                         
；粘性土(ＣＵ試験)                      

   試験   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T9607   変状土ＣＢＲ(2)(含水試験含む)           
自然含水比による設計CBR試験､2ﾓｰﾙﾄﾞ      

   ケ所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T9608   変状土ＣＢＲ(1)(含水試験含む)           
路盤材の修正CBR試験､9ﾓｰﾙﾄﾞ              

   ケ所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TI784KTS  室内CBR試験用試料採取　乱さない土       
4モールド/箇所　※舗装復旧費は別途計上  

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TI785KTS  室内CBR試験用試料採取　締め固める土     
70kg　※舗装復旧費は別途計上            

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  134 市場単価                              

【1 地質調査】                          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RP002   土質ボーリング（ノンコア）              

径６６㎜　　粘性土・シルト              
    ｍ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP004   土質ボーリング（ノンコア）              
径６６㎜　　砂・砂質土　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP006   土質ボーリング（ノンコア）              
径６６㎜　　レキ混じり土砂　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP008   土質ボーリング（ノンコア）              
径６６㎜　　玉石まじり土砂　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP010   土質ボーリング（ノンコア）              
径６６㎜　　固結シルト・固結粘土　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP012   土質ボーリング（オールコア）            
径６６㎜　　粘性土・シルト              

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP014   土質ボーリング（オールコア）            
径６６㎜　　砂・砂質土                  

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP016   土質ボーリング（オールコア）            
径６６㎜　　レキ混じり土砂              

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP018   土質ボーリング（オールコア）            
径６６㎜　　玉石まじり土砂              

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP020   土質ボーリング（オールコア）            
径６６㎜　　固結シルト・固結粘土        

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP032   土質ボーリング（ノンコア）              
径８６㎜　　粘性土・シルト　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP034   土質ボーリング（ノンコア）              
径８６㎜　　砂・砂質土　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP036   土質ボーリング（ノンコア）              
径８６㎜　　レキ混じり土砂              

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP038   土質ボーリング（ノンコア）              
径８６㎜　　玉石まじり土砂              

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP040   土質ボーリング（ノンコア）              
径８６㎜　　固結シルト・固結粘土        

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP042   土質ボーリング（オールコア）            
径８６㎜　　粘性土・シルト              

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  144 市場単価                              

【1 地質調査】                          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RP044   土質ボーリング（オールコア）            

径８６㎜　　砂・砂質土                  
    ｍ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP046   土質ボーリング（オールコア）            
径８６㎜　　レキ混じり土砂              

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP048   土質ボーリング（オールコア）            
径８６㎜　　玉石まじり土砂              

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP050   土質ボーリング（オールコア）            
径８６㎜　　固結シルト・固結粘土        

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP062   土質ボーリング（ノンコア）              
径１１６㎜　　粘性土・シルト            

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP064   土質ボーリング（ノンコア）              
径１１６㎜　　砂・砂質土                

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP066   土質ボーリング（ノンコア）              
径１１６㎜　　レキ混じり土砂            

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP068   土質ボーリング（ノンコア）              
径１１６㎜　　玉石まじり土砂            

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP070   土質ボーリング（ノンコア）              
径１１６㎜　　固結シルト・固結粘土      

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP072   土質ボーリング（オールコア）            
径１１６㎜　　粘性土・シルト            

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP074   土質ボーリング（オールコア）            
径１１６㎜　　砂・砂質土                

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP076   土質ボーリング（オールコア）            
径１１６㎜　　レキ混じり土砂            

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP078   土質ボーリング（オールコア）            
径１１６㎜　　玉石まじり土砂            

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP080   土質ボーリング（オールコア）            
径１１６㎜　　固結シルト・固結粘土      

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP102   岩盤ボーリング                          
径６６㎜　　軟岩　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP104   岩盤ボーリング                          
径６６㎜　　中硬岩　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  154 市場単価                              

【1 地質調査】                          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RP106   岩盤ボーリング                          

径６６㎜　　硬岩　　　　　　　　　　　　
    ｍ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP108   岩盤ボーリング                          
径６６㎜　　極硬岩　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP110   岩盤ボーリング                          
径６６㎜　　破砕帯　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP132   岩盤ボーリング                          
径７６㎜　　軟岩　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP134   岩盤ボーリング                          
径７６㎜　　中硬岩　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP136   岩盤ボーリング                          
径７６㎜　　硬岩　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP138   岩盤ボーリング                          
径７６㎜　　極硬岩　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP140   岩盤ボーリング                          
径７６㎜　　破砕帯　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP162   岩盤ボーリング                          
径８６㎜　　軟岩　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP164   岩盤ボーリング                          
径８６㎜　　中硬岩　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP202   シンウォールサンプリング                
粘牲土                                  

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP204   デニソンサンプリング                    
粘牲土                                  

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP206   トリプルサンプリング                    
砂質土                                  

    本    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP302   標準貫入試験                            
粘性土・シルト                          

    回    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP304   標準貫入試験                            
砂・砂質土                              

    回    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP306   標準貫入試験                            
レキ混じり土砂                          

    回    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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　　単価表内の○が改定単価



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  164 市場単価                              

【1 地質調査】                          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RP308   標準貫入試験                            

玉石混じり土砂                          
    回    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP310   標準貫入試験                            
固結シルト・固結粘土                    

    回    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP312   標準貫入試験                            
軟岩                                    

    回    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP322   孔内水平載荷試験                        
普通載荷（２．５ＭＮ／㎡以下）　　　　　

    回    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP324   孔内水平載荷試験                        
中圧載荷（２．５～１０ＭＮ／㎡）　　　　

    回    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP326   孔内水平載荷試験                        
高圧載荷（１０～２０ＭＮ／㎡）　　　　　

    回    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP332   スウェーデン式サウンディング            
                                        

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP334   オランダ式二重管コーン貫入試験          
２０ｋＮ                                

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP336   オランダ式二重管コーン貫入試験          
１００ｋＮ                              

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP338   ポータブルコーン貫入試験                
単管式　　　　　　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP340   ポータブルコーン貫入試験                
二重管式　　　　　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP352   現場透水試験                            
オーガー法　　　　　　　　　　　　　　　

    回    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP354   現場透水試験                            
ケーシング法　　　　　　　　　　　　　　

    回    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP356   現場透水試験                            
一重管式　　　　　　　　　　　　　　　　

    回    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP358   現場透水試験                            
二重管式　　　　　　　　　　　　　　　　

    回    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP360   現場透水試験                            
揚水法　　　　　　　　　　　　　　　　　

    回    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  174 市場単価                              

【1 地質調査】                          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RP402   人肩運搬                                

総運搬距離５０ｍ以下　　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP404   人肩運搬                                
総運搬距離５０ｍ超～１００ｍ以下　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP412   特装車運搬（クローラ）                  
総運搬距離１００ｍ以下　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP413   特装車運搬（クローラ）                  
総運搬距離１００ｍ超～３００ｍ以下      

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP415   特装車運搬（クローラ）                  
総運搬距離３００ｍ超～５００ｍ以下      

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP416   特装車運搬（クローラ）                  
総運搬距離５００ｍ超～１０００ｍ以下　　

    ｔ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP418   モノレール運搬                          
総運搬距離５０ｍ以下                    

    ｔ         14,400
○         

     14,100      14,100      14,100 ----------- -----------

   RP432   索道運搬                                
設置距離１００ｍ以下　　　　　　　　　　

    ｔ    ----------- ----------- ----------- -----------      17,800      17,800

   RP427   モノレール運搬                          
総運搬距離５０ｍ超～１００ｍ以下        

    ｔ         22,300
○         

     21,700      21,700      21,700 ----------- -----------

   RP428   モノレール運搬                          
総運搬距離１００ｍ超～２００ｍ以下      

    ｔ         29,300
○         

     28,500      28,500      28,500 ----------- -----------

   RP429   モノレール運搬                          
総運搬距離２００ｍ超～３００ｍ以下      

    ｔ         36,800
○         

     35,900      35,900      35,900 ----------- -----------

   RP430   モノレール運搬                          
総運搬距離３００ｍ超～５００ｍ以下      

    ｔ         49,200
○         

     47,900      47,900      47,900 ----------- -----------

   RP431   モノレール運搬                          
総運搬距離５００ｍ超～１０００ｍ以下    

    ｔ         66,100
○         

     64,400      64,400      64,400 ----------- -----------

   RP434   索道運搬                                
設置距離１００ｍ超～５００ｍ以下　　　　

    ｔ    ----------- ----------- ----------- -----------      23,600      23,600

   RP436   索道運搬                                
設置距離５００ｍ超～１０００ｍ以下　　　

    ｔ    ----------- ----------- ----------- -----------      32,800      32,800

   RP439   モノレール架設・撤去                    
５０ｍ以下                              

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  184 市場単価                              

【1 地質調査】                          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RP440   モノレール架設・撤去                    

５０ｍ超～１００ｍ以下                  
   箇所   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP441   モノレール架設・撤去                    
１００ｍ超～２００ｍ以下                

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP443   モノレール架設・撤去                    
２００ｍ超～３００ｍ以下                

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP445   モノレール架設・撤去                    
３００ｍ超～５００ｍ以下                

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP446   モノレール架設・撤去                    
５００ｍ超～１０００ｍ以下　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP452   索道架設・撤去                          
１００ｍ以下　吊下げ荷重１ｔ　　　　　　

   箇所   ----------- ----------- ----------- -----------     428,000     428,000

   RP454   索道架設・撤去                          
１００ｍ超～５００ｍ以下　吊下荷重１ｔ　

   箇所   ----------- ----------- ----------- -----------   1,320,000   1,320,000

   RP456   索道架設・撤去                          
５００ｍ超～１０００ｍ以下　吊下荷重１ｔ

   箇所   ----------- ----------- ----------- -----------   2,460,000   2,460,000

   RP502   平坦地足場                              
高さ０．３ｍ以下                        

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP503   平坦地足場                              
高さ０．３ｍ超                          

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP512   湿地足場                                
                                        

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP522   傾斜地足場                              
地形傾斜１５～３０度                    

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP524   傾斜地足場                              
地形傾斜３０～４５度                    

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP526   傾斜地足場                              
地形傾斜４５～６０度                    

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP532   水上足場                                
水深１ｍ以下                            

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP534   水上足場                                
水深３ｍ以下                            

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

全地区統一単価

. . . . . . . . . . . .

  194 市場単価                              

【1 地質調査】                          

04 12 28 04 11 28 04 10 27 04 10 01 04 08 29 04 07 27
   RP536   水上足場                                

水深５ｍ以下                            
   箇所   刊行物単価 

○         
刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP538   水上足場                                
水深１０ｍ以下                          

   箇所   ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------

   RP602   準備及び跡片付け                        
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

   業務   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP604   搬入路伐採等                            
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP606   環境保全                                
仮囲い                                  

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP608   調査孔閉塞                              
                                        

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   RP610   給水費（ポンプ運転）                    
２０ｍ以上１５０ｍ以下                  

   箇所   刊行物単価 
○         

刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KM019   モノレール機械器具損料                  
５０ｍ以下                              

    日          1,600       1,600       1,600       1,600       1,400       1,400

   KM020   モノレール機械器具損料                  
５０ｍ超～１００ｍ以下                  

    日          1,800       1,800       1,800       1,800       1,600       1,600

   KM021   モノレール機械器具損料                  
１００ｍ超～２００ｍ以下                

    日          2,200       2,200       2,200       2,200       2,000       2,000

   KM023   モノレール機械器具損料                  
２００ｍ超～３００ｍ以下                

    日          2,400       2,400       2,400       2,400       2,200       2,200

   KM025   モノレール機械器具損料                  
３００ｍ超～５００ｍ以下                

    日          2,600       2,600       2,600       2,600       2,400       2,400

   KM026   モノレール機械器具損料                  
５００ｍ超～１０００ｍ以下              

    日          3,800       3,800       3,800       3,800       3,500       3,500

 KI477KTS  索道機械器具損料                        
100m以下                                

    日          4,240       4,240       4,240       4,240       4,240       4,240

 KI478KTS  索道機械器具損料                        
100m超～500m以下                        

    日          5,720       5,720       5,720       5,720       5,720       5,720

 KI479KTS  索道機械器具損料                        
500m超～1000m以下                       

    日          6,710       6,710       6,710       6,710       6,710       6,710
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