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平成２７年４月 定 期 改 訂

島根県農林水産部・土木部



公共工事設計資材単価表について

１．この設計資材単価表は、島根県農林水産部及び土木部が発注する土木工事に係る設計資材単価のうち、県

の資材実勢単価調査により定めた単価を掲載したものです。

実際に計上する設計単価にはこの単価表に掲載している単価のほかに、国の通知及び基準書掲載単価、

「月刊建設物価」「月刊積算資料」等物価資料掲載単価、及び、個別工事別の見積単価があります。

単価表中で、単価欄に金額以外が記入してある資材がありますが、それらが示す事項は下記のとおりです。

27-4 ：「物価資料」（(一財)建設物価調査会発行の「月刊建設物価」「Web建設物価」、(一財)経済

調査会発行の「月刊積算資料」「積算資料電子版」）の平成２７年４月号に掲載がある単価で

価格が低いもの

なお、一方の物価資料にしか掲載のないものについては、その単価としている。

*1：上記「物価資料」の単価に海上輸送費を加算した単価

*2：「市場単価」（(一財)建設物価調査会発行の「土木コスト情報：平成２７年春号」、(一財)経

済調査会発行の「土木施工単価：平成２７年春号」に掲載がある単価で価格が低いもの

なお、一方の物価資料にしか掲載のないものについては、その単価としている。

*3：その他

２．本単価表に掲載されている単価は、公共工事の工事費積算に用いるためのものであり、市況価格を拘束す

るものではありません。

３．施工パッケージ型積算方式標準単価表は、国土交通省の平成２６年４月版を適用しています。

４．本単価表は、平成２７年４月１日以降適用します。

５．この設計資材単価表の内容に関する問い合わせには応じません。



事務所名 地区名 市　　　町　　　村　　　名

松江１ 松江市（美保関町を除く）

松江２ 松江市（美保関町）

広瀬１ 安来市（広瀬町を除く）

広瀬２ 安来市（広瀬町）

雲南１ 雲南市（掛合町、吉田町を除く）

雲南２ 雲南市（掛合町、吉田町）

雲南３ 飯南町

仁多土木事業所 仁多 奥出雲町

出雲１ 出雲市（旧平田市、佐田町を除く）

出雲２ 出雲市（旧平田市）

出雲３ 出雲市（佐田町）

大田事業所 大田 大田市

県央１ 川本町、美郷町（旧邑智町）、邑南町（旧瑞穂町、旧石見町）

県央２ 美郷町（旧大和村）、邑南町（旧羽須美村）

浜田１ 浜田市（旭町、金城町、弥栄町を除く）、江津市（桜江町を除く）

浜田２ 浜田市（旭町、金城町、弥栄町）

浜田３ 江津市（桜江町）

益田１ 益田市（美都町、匹見町を除く）

益田２ 益田市（美都町）

益田３ 益田市（匹見町）

津和野１ 津和野町

津和野２ 吉賀町（旧柿木村）

津和野３ 吉賀町（旧六日市町）

隠岐１ 隠岐の島町

隠岐２ 西ノ島町、海士町

隠岐３ 知夫村

隠岐支庁県土整備局

津和野土木事業所

浜田県土整備事務所

益田県土整備事務所

島 根 県 資 材 ブ ロ ッ ク 割

松江県土整備事務所

広瀬土木事業所

県央県土整備事務所

出雲県土整備事務所

雲南県土整備事務所



津和野３
(旧六日市町)

津和野２
(旧柿木村）

益田１
(旧益田市)

益田３
(旧匹見町)

益田２
(旧美都町)

(旧三隅町)
(旧弥栄村)

(旧金城町)

(旧浜田市)

(旧旭町)

(旧江津市)

(旧石見町)

(旧瑞穂町)
(旧羽須美村)

大田
(大田市)

川本町

(旧邑智町)
雲南３
(飯南町)

出雲３
(旧佐田町)

(

旧
多
伎
町)

(

旧
湖
陵
町)

(旧吉田村)

(旧三刀屋町)

(旧出雲市)

出雲２
(旧平田市)

(旧大東町)

(

旧
木
次
町)
仁多
(奥出雲町)

広瀬２
(旧広瀬町) (旧伯太町)

(旧安来市)

(

旧
玉
湯
町)

(

旧
宍
道
町)

(旧加茂町)

(

旧
松
江
市)

(

旧
鹿
島
町)

(

旧
島
根
町) 松江２

(旧美保関町)

(旧八束町)

隠岐１
(隠岐の島町)

隠岐２
(海士町)

隠岐２
(西ノ島町)

隠岐３
(知夫村)

津和野１
(津和野町)

浜田２

浜田１

県央１

県央２

(旧大和村)
雲南２

(旧掛合町)

(旧大社町)

（旧斐川町）

雲南１

出雲１

（旧東出雲町）

(旧八雲村)

松江１

広瀬１

浜田３
(旧桜江町)

島根県資材ブロック図



 １－２－１ 生コンクリート（普通セメント）

松江１
松江２

広瀬１
広瀬２

雲南１
雲南２
雲南３
仁多

出雲１
出雲２
出雲３

大田
県央１
県央２

浜田１
浜田２

浜田３ 益田１ 益田２ 益田３
津和野１
津和野２

津和野３ 隠岐１ 隠岐２ 隠岐３

18 8 40 65％以下 16,440 16,440 16,140 15,140 15,500 15,750 15,750 15,250 15,450 * 15,250 15,250 18,700 20,500 *

18 5 40 60％以下 16,680 16,680 16,380 15,380 15,800 15,950 15,950 15,450 15,650 * 15,450 15,450 19,100 20,700 *

18 8 20 60％以下 17,140 17,140 16,840 15,840 16,200 16,600 16,600 15,900 16,100 * 15,900 15,900 19,600 21,400 *

18 8 40 60％以下 16,820 16,820 16,520 15,520 15,900 16,100 16,100 15,600 15,800 * 15,600 15,600 19,300 20,900 *

18 12 40 60％以下 16,990 16,990 16,690 15,690 16,100 16,300 16,300 15,750 15,950 * 15,750 15,750 19,500 21,100 *

18 15 40 60％以下 17,140 17,140 16,840 15,840 16,300 16,450 16,450 15,900 16,100 ＊ 15,900 15,900 19,700 21,300 *

21 8 40 65％以下 16,820 16,820 16,520 15,520 15,900 15,750 15,750 15,600 15,800 * 15,600 15,600 19,300 20,900 *

21 8 20 65％以下 17,140 17,140 16,840 15,840 16,200 16,250 16,250 15,900 16,100 * 15,900 15,900 19,600 21,400 *

21 8 20 55％以下 17,600 17,600 17,300 16,300 16,700 17,100 17,100 16,250 16,450 * 16,250 16,250 20,100 21,900 *

21 8 40 55％以下 17,220 17,220 16,920 15,920 16,300 16,500 16,500 15,950 16,150 * 15,950 15,950 19,800 21,300 *

21 12 20 55％以下 17,810 17,810 17,510 16,510 16,900 17,300 17,300 16,450 16,650 * 16,450 16,450 20,500 22,300 *

24 8 20 55％以下 C230kg以上 17,600 17,600 17,300 16,300 16,700 17,100 17,100 16,250 16,450 * 16,250 16,250 20,100 21,900 *

24 8 40 55％以下 17,220 17,220 17,920 15,920 16,300 16,500 16,500 15,950 16,150 ＊ 15,950 15,950 19,800 21,300 ＊

24 12 20 55％以下 17,810 17,810 17,510 16,510 16,900 17,300 17,300 16,450 16,650 * 16,450 16,450 20,500 22,300 *

30 8 20 55％以下 C300㎏以上 18,460 18,460 18,160 17,160 17,700 17,500 17,500 17,150 17,350 ＊ 17,150 17,150 21,400 23,200 ＊

36 8 20 55％以下 C300㎏以上 19,400 19,400 19,100 18,100 18,700 19,300 19,300 18,150 18,350 ＊ 18,150 18,150 23,130 24,930 ＊

40 8 20 55％以下 C300㎏以上 20,050 20,050 19,750 18,750 19,300 19,950 19,950 18,800 19,000 ＊ 18,800 18,800 23,700 25,500 ＊

4.5 2.5 40 17,700 17,700 16,400 14,600 16,600 15,700 15,700 17,450 17,650 * 17,450 17,450 18,800 19,550 *

4.5 6.5 40 18,890 18,890 20,400 17,700 18,300 18,000 18,000 17,750 17,950 * 17,750 17,750 21,500 22,250 *

3,000 3,000 2,000 1,500 1,500 3,000 3,000 2,000 2,200 ＊ 2,000 2,000 1,500 ＊ *

（注） １．セメント種類は普通セメント

２．小型車割増は４ｔ車を標準とする

３．隠岐２は大型車、小型車同額

４．曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格

小型車割増

（単位：円／m3）

呼び
強度

スラ
ンプ

粗骨材
水セメ
ント比

備考

地　　　　区　　　　名
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 １－２－２　生コンクリート（高炉セメント）

松江１
松江２

広瀬１
広瀬２

雲南１
雲南２
雲南３
仁多

出雲１
出雲２
出雲３

大田
県央１
県央２

浜田１
浜田２

浜田３ 益田１ 益田２ 益田３
津和野１
津和野２

津和野３ 隠岐１ 隠岐２ 隠岐３

18 5 40 65％以下 16,310 16,310 16,010 15,010 15,400 15,600 15,600 15,150 15,350 * 15,150 15,150 18,450 20,250 *

18 8 40 65％以下 16,440 16,440 16,140 15,140 15,500 15,750 15,750 15,250 15,450 * 15,250 15,250 18,550 20,350 *

18 12 40 65％以下 16,580 16,580 16,280 15,280 15,700 15,900 15,900 15,400 15,600 * 15,400 15,400 18,650 20,450 *

18 8 25 65％以下 16,720 16,720 16,420 15,420 15,800 16,250 16,250 15,500 15,700 * 15,500 15,500 19,050 20,850 *

18 5 40 60％以下 16,680 16,680 16,380 15,380 15,800 15,950 15,950 15,450 15,650 * 15,450 15,450 18,950 20,550 *

18 8 20 60％以下 17,140 17,140 16,840 15,840 16,200 16,600 16,600 15,900 16,100 * 15,900 15,900 19,450 21,250 *

18 8 25 60％以下 17,140 17,140 16,840 15,840 16,200 16,600 16,600 15,900 16,100 * 15,900 15,900 19,450 21,250 *

18 8 40 60％以下 16,820 16,820 16,520 15,520 15,900 16,100 16,100 15,600 15,800 * 15,600 15,600 19,150 20,750 *

18 8 40 60％以下 C230kg以上 16,820 16,820 16,520 15,520 15,900 16,100 16,100 15,600 15,800 * 15,600 15,600 19,150 20,750 *

18 12 40 60％以下 16,990 16,990 16,690 15,690 16,100 16,300 16,300 15,750 15,950 * 15,750 15,750 19,350 20,950 *

18 12 40 60％以下 C270kg以上 16,990 16,990 16,690 15,690 16,500 16,300 16,300 15,750 15,950 * 15,750 15,750 19,350 20,950 *

18 15 40 60％以下 17,140 17,140 16,840 15,840 16,300 16,450 16,450 15,900 16,100 * 15,900 15,900 19,550 21,150 *

18 15 40 60％以下 C270kg以上 17,140 17,140 16,840 15,840 16,300 16,450 16,450 15,900 16,100 * 15,900 15,900 19,550 21,150 *

18 18 20 60％以下 17,710 17,710 17,410 16,410 16,800 18,000 18,000 17,200 17,400 * 17,200 17,200 20,050 21,850 *

21 8 40 65％以下 16,820 16,820 16,520 15,520 15,900 15,750 15,750 15,600 15,800 * 15,600 15,600 19,150 20,750 *

21 8 20 65％以下 17,140 17,140 16,840 15,840 16,200 16,250 16,250 15,900 16,100 * 15,900 15,900 19,450 21,250 *

21 12 40 65％以下 16,990 16,990 16,690 15,690 16,100 15,900 15,900 15,750 15,950 * 15,750 15,750 19,350 20,950 *

21 12 20 65％以下 17,340 17,340 17,040 16,040 16,400 16,400 16,400 16,050 16,250 * 16,050 16,050 19,750 21,550 *

21 8 20 55％以下 17,600 17,600 17,300 16,300 16,700 17,100 17,100 16,250 16,450 * 16,250 16,250 19,950 21,750 *

21 8 40 55％以下 17,220 17,220 16,920 15,920 16,300 16,500 16,500 15,950 16,150 * 15,950 15,950 19,650 21,150 *

21 12 20 55％以下 17,810 17,810 17,510 16,510 16,900 17,300 17,300 16,450 16,650 * 16,450 16,450 20,350 22,150 *

21 12 40 55％以下 17,420 17,420 17,120 16,120 16,500 16,700 16,700 16,150 16,350 * 16,150 16,150 19,850 21,350 *

24 8 40 65％以下 17,220 17,220 16,920 15,920 16,300 16,100 16,100 15,950 16,150 * 15,950 15,950 19,650 21,150 *

24 8 20 65％以下 17,600 17,600 17,300 16,300 16,700 16,600 16,600 16,250 16,450 * 16,250 16,250 19,950 21,750 *

24 12 40 65％以下 17,420 17,420 17,120 16,120 16,500 16,300 16,300 16,150 16,350 * 16,150 16,150 19,850 21,350 *

24 12 20 65％以下 17,810 17,810 17,510 16,510 16,900 16,800 16,800 16,450 16,650 * 16,450 16,450 20,350 22,150 *

24 8 20 55％以下 17,600 17,600 17,300 16,300 16,700 17,100 17,100 16,250 16,450 * 16,250 16,250 19,950 21,750 *

24 8 40 55％以下 17,220 17,220 16,920 15,920 16,300 16,500 16,500 15,950 16,150 * 15,950 15,950 19,650 21,150 *

24 12 40 55％以下 17,420 17,420 17,120 16,120 16,500 16,700 16,700 16,150 16,350 * 16,150 16,150 19,850 21,350 *

24 12 20 55％以下 17,810 17,810 17,510 16,510 16,900 17,300 17,300 16,450 16,650 * 16,450 16,450 20,350 22,150 *

30 15 20 55％以下 C350kg以上 18,980 18,980 18,680 17,680 18,100 19,200 19,200 17,550 17,750 * 17,550 17,550 21,850 23,650 *

30 15 40 55％以下 C350kg以上 18,410 18,410 18,110 17,110 17,500 * * 17,400 17,600 * 17,400 17,400 21,350 22,610 *

4.5 2.5 40 17,700 17,700 16,400 14,600 16,600 15,700 15,700 17,450 17,650 * 17,450 17,450 18,650 19,400 *

4.5 6.5 40 18,890 18,890 20,400 17,700 18,300 18,000 18,000 17,750 17,950 * 17,750 17,750 21,350 22,100 *

15 40 50％以下 C370kg以上 18,400 18,400 * 17,100 * 17,400 17,400 17,750 * * * * 21,000 22,400 *

3,000 3,000 2,000 1,500 1,500 3,000 3,000 2,000 2,200 ＊ 2,000 2,000 1,500 ＊ ＊

（注） １．セメント種類は高炉セメント

２．小型車割増は４ｔ車を標準とする

３．隠岐２は大型車、小型車同額

４．曲げコンクリート4.5-2.5-40は工場渡し価格

小型車割増

（単位：円／m3）

呼び
強度
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ンプ

粗骨
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１－２－３　　生コンクリート単価調整額

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 早強セメント　１８Ｎ／ｍｍ２　Ｗ／Ｃ：６０％以下 m3 統一 750

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 早強セメント　２１Ｎ／ｍｍ２　Ｗ／Ｃ：５５％以下 m3 統一 850

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 早強セメント 強度１８Ｎ／ｍｍ２ m3 統一 650

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 早強セメント 強度２１Ｎ／ｍｍ２ m3 統一 700

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 早強セメント 強度２４Ｎ／ｍｍ２ m3 統一 750

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 早強セメント 強度３０Ｎ／ｍｍ２ m3 統一 1,000

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 早強セメント 強度３６Ｎ／ｍｍ２ m3 統一 1,350

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 早強セメント 強度４０Ｎ／ｍｍ２ m3 統一 1,500

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 松江１ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 松江２ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 広瀬１ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 広瀬２ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 雲南１ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 雲南２ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 雲南３ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 仁多 －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 出雲１ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 出雲２ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 出雲３ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 大田 －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 県央１ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 県央２ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 浜田１ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 浜田２ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 浜田３ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 益田１ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 益田２ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 益田３ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 津和野１ －
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１－２－３　　生コンクリート単価調整額

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 津和野２ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 津和野３ －

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 隠岐１ -150

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 隠岐２ -150

生ｺﾝｸﾘｰﾄ  単価調整額 高炉セメント m3 隠岐３ －
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 １－２－４　生アスファルトコンクリート
（単位：円/ｔ）

松江１
松江２
広瀬１
広瀬２

雲南１
雲南２
雲南３

仁多
出雲１
出雲２
出雲３

大田
県央１
県央２

浜田１ 浜田２ 浜田３
益田１
益田２

益田３ 津和野１ 津和野２ 津和野３ 隠岐１ 隠岐２ 隠岐３

再生
安定処理路盤材

アスファルト
安定処理材 11,400 11,700 11,800 12,000 11,500 12,100 12,200 11,600 11,800 12,000 12,100 12,700 12,800 13,700 14,200 * * *

再生粗粒度Asc
最大粒径
20mm

再生Ａｓ量
4.5～6% 11,700 12,000 12,100 12,300 11,800 12,400 12,500 11,900 12,100 12,300 12,400 13,000 13,100 14,000 14,500 * * *

再生密粒度Ａｓｃ
最大粒径
13mm

再生As量
5～7% 12,200 12,500 12,600 12,800 12,300 12,900 13,000 12,400 12,600 12,800 12,900 13,500 13,600 14,500 15,000 * * *

再生密粒度Ａｓｃ
最大粒径
20mm

再生As量
5～7% 12,100 12,400 12,500 12,700 12,200 12,800 12,900 12,300 12,500 12,700 12,800 13,400 13,500 14,400 14,900 * * *

再生細粒度Ａｓｃ
最大粒径
13mm

再生As量
6～8% 13,000 13,300 13,400 13,600 13,100 13,700 13,800 13,200 13,400 13,600 13,700 14,200 14,400 15,300 15,800 * * *

再生密粒度Ａｓｃ
ポリマー改質Ⅰ型

最大粒径
20mm 14,100 14,400 14,500 14,700 14,200 14,800 14,900 14,300 14,500 14,700 14,800 15,300 15,500 16,400 16,900 * * *

再生粗粒度Ａｓｃ
ポリマー改質Ⅰ型

最大粒径
20mm 13,700 14,000 14,100 14,300 13,800 14,400 14,500 13,900 14,100 14,300 14,400 14,900 15,100 16,000 16,500 * * *

再生粗粒度Ａｓｃ
ポリマー改質Ⅱ型

最大粒径
20mm 14,200 14,500 14,600 14,800 14,300 14,900 15,000 14,400 14,600 14,800 14,900 15,400 15,600 16,500 17,000 * * *

再生密粒度Ａｓｃ
ポリマー改質Ⅱ型

最大粒径
20mm 14,600 14,900 15,000 15,200 14,700 15,300 15,400 14,800 15,000 15,200 15,300 15,800 16,000 16,900 17,400 * * *

安定処理路盤材
アスファルト
安定処理材 11,900 12,200 12,300 12,500 12,000 12,600 12,700 12,100 12,300 12,500 12,600 13,200 13,300 14,200 14,700 16,100 16,100 *

粗粒度Asc
最大粒径
20mm

As量
4.5～6% 12,200 12,500 12,600 12,800 12,300 12,900 13,000 12,400 12,600 12,800 12,900 13,500 13,600 14,500 15,000 16,400 16,400 *

密粒度Asc
最大粒径
13mm

As量
5～7% 12,700 13,000 13,100 13,300 12,800 13,400 13,500 12,900 13,100 13,300 13,400 14,000 14,100 15,000 15,500 16,900 16,900 *

密粒度Asc
最大粒径
20mm

As量
5～7% 12,600 12,900 13,000 13,200 12,700 13,300 13,400 12,800 13,000 13,200 13,300 13,900 14,000 14,900 15,400 16,800 16,800 *

細粒度Asc
最大粒径
13mm

As量
6～8% 14,200 14,500 14,600 14,800 14,300 14,900 15,000 14,400 14,600 14,800 14,900 15,500 15,600 16,500 17,000 18,400 18,400 *

粗粒度Ａｓｃ
ポリマー改質Ⅰ型

最大粒径
20㎜ 14,000 14,300 14,400 14,600 14,100 14,700 14,800 14,200 14,400 14,600 14,700 15,200 15,400 16,300 16,800 18,200 18,200 *

密粒度Ａｓｃ
ポリマー改質Ⅰ型

最大粒径
13㎜ 14,500 14,800 14,900 15,100 14,600 15,200 15,300 14,700 14,900 15,100 15,200 15,700 15,900 16,800 17,300 18,700 18,700 *

密粒度Asc
ポリマー改質Ⅰ型

最大粒径
20mm 14,400 14,700 14,800 15,000 14,500 15,100 15,200 14,600 14,800 15,000 15,100 15,700 15,800 16,700 17,200 18,600 18,600 *

粗粒度Asc
ポリマー改質Ⅱ型

最大粒径
20mm 14,500 14,800 14,900 15,100 14,600 15,200 15,300 14,700 14,900 15,100 15,200 15,700 15,900 16,800 17,300 18,700 18,700 *

密粒度Ａｓｃ
ポリマー改質Ⅱ型

最大粒径
13㎜ 15,000 15,300 15,400 15,600 15,100 15,700 15,800 15,200 15,400 15,600 15,700 16,200 16,400 17,300 17,800 19,200 19,200 *

密粒度Asc
ポリマー改質Ⅱ型

最大粒径
20mm 14,900 15,200 15,300 15,500 15,000 15,600 15,700 15,100 15,300 15,500 15,600 16,200 16,300 17,200 17,700 * * *

密粒度ギャップAsc
最大粒径
13㎜

Ａｓ量
4.5～6.5％ 12,700 13,000 13,100 13,300 12,800 13,400 13,500 12,900 13,100 13,300 13,400 13,900 14,100 15,000 15,500 16,900 16,900 *

密粒度ギャップAsc
ポリマー改質Ⅰ型

最大粒径
13㎜ 14,500 14,800 14,900 15,100 14,600 15,200 15,300 14,700 14,900 15,100 15,200 15,700 15,900 16,800 17,300 18,700 18,700 *

地区名

名称 規格 細目
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 １－２－４　生アスファルトコンクリート
（単位：円/ｔ）

松江１
松江２
広瀬１
広瀬２

雲南１
雲南２
雲南３

仁多
出雲１
出雲２
出雲３

大田
県央１
県央２

浜田１ 浜田２ 浜田３
益田１
益田２

益田３ 津和野１ 津和野２ 津和野３ 隠岐１ 隠岐２ 隠岐３

地区名

名称 規格 細目

ポーラスアスコン
最大粒径
13mm

As量
4～6% 17,700 18,000 18,100 * 17,800 18,400 18,500 17,900 18,100 * 18,400 19,000 19,100 20,000 20,500 * * *

開粒度Asc
最大粒径
13㎜

As量
3.5～5.5% 12,400 12,700 12,800 13,000 12,500 13,100 13,200 12,600 12,800 13,000 13,100 13,600 13,800 14,700 15,200 16,600 16,600 *
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１－２－５　　生アスファルトコンクリート単価調整額

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

アスファルト安定処理（夜間割増単価） 最大粒径２０mm　再生加熱Ａｓｃ ｔ 本土 800

アスファルト安定処理（夜間割増単価） 最大粒径２０mm　再生加熱Ａｓｃ ｔ 隠岐 －

粗粒度アスファルトコンクリート（夜間割増単価）最大粒径２０mm　再生加熱Ａｓｃ ｔ 本土 800

粗粒度アスファルトコンクリート（夜間割増単価） 最大粒径２０mm　再生加熱Ａｓｃ ｔ 隠岐 －

密粒度アスファルトコンクリート（夜間割増単価） 最大粒径１３mm　再生加熱Ａｓｃ ｔ 本土 800

密粒度アスファルトコンクリート（夜間割増単価） 最大粒径１３mm　再生加熱Ａｓｃ ｔ 隠岐 －

密粒度アスファルトコンクリート（夜間割増単価） 最大粒径１３mm　Ａｓ量５．０～７．０％ ｔ 本土 800

密粒度アスファルトコンクリート（夜間割増単価） 最大粒径１３mm　Ａｓ量５．０～７．０％ ｔ 隠岐 －

密粒度アスファルトコンクリート（夜間割増単価） 最大粒径２０mm　再生加熱Ａｓｃ ｔ 本土 800

密粒度アスファルトコンクリート（夜間割増単価） 最大粒径２０mm　再生加熱Ａｓｃ ｔ 隠岐 －

生アス小型車割増 ４t t 統一 700
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 松江１ 3,700 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 松江２ 3,700 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 広瀬１ 3,800 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 広瀬２ 3,800 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 雲南１ 3,800 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 雲南２ 3,900 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 雲南３ 3,800 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 仁多 4,000 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 出雲１ 3,700 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 出雲２ 3,700 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 出雲３ 3,700 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 大田 3,800 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 県央１ 3,900 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 県央２ 3,900 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 浜田１ 3,800 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 浜田２ 3,800 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 浜田３ 4,200 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 益田１ 3,700 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 益田２ 3,700 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 益田３ 3,700 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 津和野１ 3,900 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 津和野２ 4,100 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 津和野３ 4,300 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 隠岐１ 5,900 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 隠岐２ 6,250 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 隠岐３ 6,250 JIS A5001

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 松江１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 松江２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 広瀬１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 広瀬２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 雲南１ - JIS A5001　　岸壁渡し

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 雲南２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 雲南３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 仁多 - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 出雲１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 出雲２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 出雲３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 大田 - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 県央１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 県央２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 浜田１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 浜田２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 浜田３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 益田１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 益田２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 益田３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 津和野１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 津和野２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 津和野３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 隠岐１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 隠岐２ 5,250 JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－５   (7号） ５～２．５mm m3 隠岐３ 5,250 JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 松江１ 3,700

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 松江２ 3,700

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 広瀬１ 3,800

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 広瀬２ 3,800

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 雲南１ 3,800

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 雲南２ 3,900

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 雲南３ 3,800

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 仁多 4,000

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 出雲１ 3,700

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 出雲２ 3,700

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 出雲３ 3,700

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 大田 3,800

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 県央１ 3,900

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 県央２ 3,900

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 浜田１ 3,800

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 浜田２ 3,800

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 浜田３ 4,200

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 益田１ 3,700

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 益田２ 3,700

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 益田３ 3,700

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 津和野１ 3,900

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 津和野２ 4,100

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 津和野３ 4,300

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 隠岐１ 5,900

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 隠岐２ 6,250

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 隠岐３ 6,250

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 松江１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 松江２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 広瀬１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 広瀬２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 雲南１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 雲南２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 雲南３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 仁多 - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 出雲１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 出雲２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 出雲３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 大田 - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 県央１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 県央２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 浜田１ - JIS A5001　　岸壁渡し

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 浜田２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 浜田３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 益田１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 益田２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 益田３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 津和野１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 津和野２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 津和野３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 隠岐１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 隠岐２ 5,250 JIS A5001　　岸壁渡し

道路舗装用砕石 Ｓ－１３ (６号) １３～５mm m3 隠岐３ 5,250 JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砂 m3 松江１ 3,900

コンクリート用砂 m3 松江２ 3,900

コンクリート用砂 m3 広瀬１ 3,600

コンクリート用砂 m3 広瀬２ 3,600

コンクリート用砂 m3 雲南１ 3,400

コンクリート用砂 m3 雲南２ 3,500

コンクリート用砂 m3 雲南３ 3,700

コンクリート用砂 m3 仁多 3,400

コンクリート用砂 m3 出雲１ 3,600

コンクリート用砂 m3 出雲２ 3,600

コンクリート用砂 m3 出雲３ 3,600

コンクリート用砂 m3 大田 4,000

コンクリート用砂 m3 県央１ 3,900

コンクリート用砂 m3 県央２ 3,900

コンクリート用砂 m3 浜田１ 4,400

コンクリート用砂 m3 浜田２ 4,700

コンクリート用砂 m3 浜田３ 4,200

コンクリート用砂 m3 益田１ 3,700

コンクリート用砂 m3 益田２ 3,700

コンクリート用砂 m3 益田３ 3,700

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コンクリート用砂 m3 津和野１ 3,900

コンクリート用砂 m3 津和野２ 4,100

コンクリート用砂 m3 津和野３ 4,300

コンクリート用砂 m3 隠岐１ 6,000

コンクリート用砂 m3 隠岐２ 6,000

コンクリート用砂 m3 隠岐３ 6,000

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 松江１ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 松江２ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 広瀬１ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 広瀬２ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 雲南１ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 雲南２ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 雲南３ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 仁多 -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 出雲１ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 出雲２ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 出雲３ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 大田 -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 県央１ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 県央２ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 浜田１ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 浜田２ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 浜田３ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 益田１ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 益田２ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 益田３ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 津和野１ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 津和野２ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 津和野３ -

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 隠岐１ 5,000

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 隠岐２ 5,000

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コンクリート用砂 岸壁渡 m3 隠岐３ 5,000

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 松江１ 3,700 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 松江２ 3,700 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 広瀬１ 3,700 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 広瀬２ 3,700 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 雲南１ 3,800 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 雲南２ 3,900 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 雲南３ 3,700 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 仁多 3,800 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 出雲１ 3,700 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 出雲２ 3,700 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 出雲３ 3,700 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 大田 3,800 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 県央１ 3,600 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 県央２ 3,600 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 浜田１ 3,900 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 浜田２ 3,900 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 浜田３ 3,900 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 益田１ 3,600 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 益田２ 3,600 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 益田３ 3,600 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 津和野１ 3,800 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 津和野２ 4,100 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 津和野３ 4,400 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 隠岐１ 3,850 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 隠岐２ 6,250 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 隠岐３ 6,250 JIS A5005

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 松江１ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 松江２ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 広瀬１ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 広瀬２ - JIS A5005　　岸壁渡し

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 雲南１ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 雲南２ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 雲南３ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 仁多 - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 出雲１ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 出雲２ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 出雲３ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 大田 - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 県央１ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 県央２ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 浜田１ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 浜田２ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 浜田３ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 益田１ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 益田２ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 益田３ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 津和野１ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 津和野２ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 津和野３ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 隠岐１ - JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 隠岐２ 5,250 JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 2005 ２０～５mm m3 隠岐３ 5,250 JIS A5005　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 松江１ 3,700 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 松江２ 3,700 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 広瀬１ 3,700 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 広瀬２ 3,700 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 雲南１ 3,700 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 雲南２ 3,800 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 雲南３ 3,700 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 仁多 4,000 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 出雲１ 3,700 JIS A5001

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 出雲２ 3,700 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 出雲３ 3,700 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 大田 3,800 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 県央１ 3,800 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 県央２ 3,800 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 浜田１ 3,800 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 浜田２ 3,800 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 浜田３ 4,100 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 益田１ 3,600 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 益田２ 3,600 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 益田３ 3,600 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 津和野１ 3,800 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 津和野２ 4,100 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 津和野３ 4,400 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 隠岐１ 3,850 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 隠岐２ 6,250 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 隠岐３ 6,250 JIS A5001

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 松江１ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 松江２ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 広瀬１ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 広瀬２ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 雲南１ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 雲南２ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 雲南３ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 仁多 - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 出雲１ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 出雲２ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 出雲３ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 大田 - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 県央１ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 県央２ - JIS A5001　　岸壁渡し

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 浜田１ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 浜田２ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 浜田３ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 益田１ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 益田２ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 益田３ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 津和野１ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 津和野２ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 津和野３ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 隠岐１ - JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 隠岐２ 5,250 JIS A5001　　岸壁渡し

コンクリート用砕石 Ｓ－１３(６号) １３～５mm m3 隠岐３ 5,250 JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砂 m3 松江１ 3,500

道路用砂 m3 松江２ 3,500

道路用砂 m3 広瀬１ 3,200

道路用砂 m3 広瀬２ 3,200

道路用砂 m3 雲南１ 3,100

道路用砂 m3 雲南２ 3,200

道路用砂 m3 雲南３ 3,400

道路用砂 m3 仁多 3,100

道路用砂 m3 出雲１ 3,200

道路用砂 m3 出雲２ 3,200

道路用砂 m3 出雲３ 3,200

道路用砂 m3 大田 3,600

道路用砂 m3 県央１ 3,600

道路用砂 m3 県央２ 3,600

道路用砂 m3 浜田１ 4,200

道路用砂 m3 浜田２ 4,200

道路用砂 m3 浜田３ 3,900

道路用砂 m3 益田１ 3,300

道路用砂 m3 益田２ 3,300

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路用砂 m3 益田３ 3,300

道路用砂 m3 津和野１ 3,500

道路用砂 m3 津和野２ 3,700

道路用砂 m3 津和野３ 3,900

道路用砂 m3 隠岐１ 5,700

道路用砂 m3 隠岐２ 5,700

道路用砂 m3 隠岐３ 5,700

道路用砂 岸壁渡 m3 松江１ -

道路用砂 岸壁渡 m3 松江２ -

道路用砂 岸壁渡 m3 広瀬１ -

道路用砂 岸壁渡 m3 広瀬２ -

道路用砂 岸壁渡 m3 雲南１ -

道路用砂 岸壁渡 m3 雲南２ -

道路用砂 岸壁渡 m3 雲南３ -

道路用砂 岸壁渡 m3 仁多 -

道路用砂 岸壁渡 m3 出雲１ -

道路用砂 岸壁渡 m3 出雲２ -

道路用砂 岸壁渡 m3 出雲３ -

道路用砂 岸壁渡 m3 大田 -

道路用砂 岸壁渡 m3 県央１ -

道路用砂 岸壁渡 m3 県央２ -

道路用砂 岸壁渡 m3 浜田１ -

道路用砂 岸壁渡 m3 浜田２ -

道路用砂 岸壁渡 m3 浜田３ -

道路用砂 岸壁渡 m3 益田１ -

道路用砂 岸壁渡 m3 益田２ -

道路用砂 岸壁渡 m3 益田３ -

道路用砂 岸壁渡 m3 津和野１ -

道路用砂 岸壁渡 m3 津和野２ -

道路用砂 岸壁渡 m3 津和野３ -

道路用砂 岸壁渡 m3 隠岐１ 4,700

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路用砂 岸壁渡 m3 隠岐２ 4,700

道路用砂 岸壁渡 m3 隠岐３ 4,700

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 松江１ 2,900 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 松江２ 2,900 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 広瀬１ 3,300 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 広瀬２ 3,300 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 雲南１ 3,300 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 雲南２ 3,500 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 雲南３ 3,300 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 仁多 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 出雲１ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 出雲２ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 出雲３ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 大田 3,300 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 県央１ 3,100 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 県央２ 3,100 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 浜田１ 3,100 JIS A5001　旧浜田市、旧三隅町

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 浜田１ 3,100 JIS A5001　旧江津市

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 浜田２ 3,100 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 浜田３ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 益田１ 3,100 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 益田２ 3,100 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 益田３ 3,100 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 津和野１ 4,800 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 津和野２ 4,800 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 津和野３ 6,000 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 隠岐１ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 隠岐２ 5,650 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 隠岐３ 5,650 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 松江１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 松江２ - JIS A5001　　岸壁渡し

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 広瀬１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 広瀬２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 雲南１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 雲南２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 雲南３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 仁多 - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 出雲１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 出雲２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 出雲３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 大田 - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 県央１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 県央２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 浜田１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 浜田２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 浜田３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 益田１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 益田２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 益田３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 津和野１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 津和野２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 津和野３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 隠岐１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 隠岐２ 4,650 JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－３０） クラッシャーラン　３０～０mm m3 隠岐３ 4,650 JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 松江１ 2,900 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 松江２ 2,900 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 広瀬１ 3,200 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 広瀬２ 3,200 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 雲南１ 3,100 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 雲南２ 3,500 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 雲南３ 3,300 JIS A5001

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 仁多 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 出雲１ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 出雲２ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 出雲３ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 大田 3,300 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 県央１ 3,100 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 県央２ 3,100 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 浜田１ 3,100 JIS A5001　旧浜田市、旧三隅町

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 浜田１ 3,100 JIS A5001　旧江津市

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 浜田２ 3,100 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 浜田３ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 益田１ 3,100 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 益田２ 3,100 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 益田３ 3,100 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 津和野１ 4,700 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 津和野２ 4,700 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 津和野３ 5,900 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 隠岐１ 3,300 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 隠岐２ 5,650 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 隠岐３ 5,650 JIS A5001

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 松江１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 松江２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 広瀬１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 広瀬２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 雲南１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 雲南２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 雲南３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 仁多 - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 出雲１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 出雲２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 出雲３ - JIS A5001　　岸壁渡し

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 大田 - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 県央１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 県央２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 浜田１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 浜田２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 浜田３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 益田１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 益田２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 益田３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 津和野１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 津和野２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 津和野３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 隠岐１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 隠岐２ 4,650 JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｃ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 隠岐３ 4,650 JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 松江１ 3,050 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 松江２ 3,050 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 広瀬１ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 広瀬２ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 雲南１ 3,450 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 雲南２ 3,600 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 雲南３ 3,450 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 仁多 3,550 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 出雲１ 3,500 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 出雲２ 3,500 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 出雲３ 3,500 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 大田 3,500 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 県央１ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 県央２ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 浜田１ 3,200 JIS A5001　旧浜田市、旧三隅町

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 浜田１ 3,200 JIS A5001　旧江津市

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 浜田２ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 浜田３ 3,700 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 益田１ 3,300 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 益田２ 3,300 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 益田３ 3,300 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 津和野１ 5,100 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 津和野２ 5,100 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 津和野３ 6,300 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 隠岐１ 3,600 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 隠岐２ 5,850 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 隠岐３ 5,850 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 松江１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 松江２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 広瀬１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 広瀬２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 雲南１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 雲南２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 雲南３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 仁多 - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 出雲１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 出雲２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 出雲３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 大田 - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 県央１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 県央２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 浜田１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 浜田２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 浜田３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 益田１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 益田２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 益田３ - JIS A5001　　岸壁渡し

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 津和野１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 津和野２ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 津和野３ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 隠岐１ - JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 隠岐２ 4,850 JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－３０） 粒度調整砕石　３０～０mm m3 隠岐３ 4,850 JIS A5001　　岸壁渡し

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 松江１ 3,050 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 松江２ 3,050 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 広瀬１ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 広瀬２ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 雲南１ 3,450 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 雲南２ 3,600 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 雲南３ 3,450 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 仁多 3,550 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 出雲１ 3,500 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 出雲２ 3,500 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 出雲３ 3,500 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 大田 3,500 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 県央１ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 県央２ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 浜田１ 3,200 JIS A5001　旧浜田市、旧三隅町

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 浜田１ 3,200 JIS A5001　旧江津市

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 浜田２ 3,400 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 浜田３ 3,700 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 益田１ 3,300 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 益田２ 3,300 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 益田３ 3,300 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 津和野１ 5,000 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 津和野２ 5,000 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 津和野３ 6,200 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 隠岐１ 3,600 JIS A5001

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 隠岐２ 5,850 JIS A5001

道路用砕石（Ｍ－４０） 粒度調整砕石　４０～０mm m3 隠岐３ 5,850 JIS A5001

割栗石 １５～５cm m3 松江１ 3,300

割栗石 １５～５cm m3 松江２ 3,300

割栗石 １５～５cm m3 広瀬１ 3,400

割栗石 １５～５cm m3 広瀬２ 3,400

割栗石 １５～５cm m3 雲南１ 3,200

割栗石 １５～５cm m3 雲南２ 3,500

割栗石 １５～５cm m3 雲南３ 3,500

割栗石 １５～５cm m3 仁多 3,400

割栗石 １５～５cm m3 出雲１ 3,300

割栗石 １５～５cm m3 出雲２ 3,300

割栗石 １５～５cm m3 出雲３ 3,300

割栗石 １５～５cm m3 大田 3,300

割栗石 １５～５cm m3 県央１ 3,300

割栗石 １５～５cm m3 県央２ 3,300

割栗石 １５～５cm m3 浜田１ 3,600 旧浜田市、旧三隅町

割栗石 １５～５cm m3 浜田１ 3,600 旧江津市

割栗石 １５～５cm m3 浜田２ 3,600

割栗石 １５～５cm m3 浜田３ 3,600

割栗石 １５～５cm m3 益田１ 3,200

割栗石 １５～５cm m3 益田２ 3,300

割栗石 １５～５cm m3 益田３ 3,300

割栗石 １５～５cm m3 津和野１ 5,000

割栗石 １５～５cm m3 津和野２ 5,000

割栗石 １５～５cm m3 津和野３ 6,100

割栗石 １５～５cm m3 隠岐１ 3,200

割栗石 １５～５cm m3 隠岐２ 5,750

割栗石 １５～５cm m3 隠岐３ 5,750

割栗石 １５～５cm m3 松江１ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 松江２ - 岸壁渡し

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

割栗石 １５～５cm m3 広瀬１ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 広瀬２ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 雲南１ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 雲南２ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 雲南３ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 仁多 - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 出雲１ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 出雲２ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 出雲３ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 大田 - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 県央１ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 県央２ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 浜田１ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 浜田２ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 浜田３ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 益田１ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 益田２ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 益田３ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 津和野１ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 津和野２ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 津和野３ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 隠岐１ - 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 隠岐２ 4,750 岸壁渡し

割栗石 １５～５cm m3 隠岐３ 4,750 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 松江１ 4,000

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 松江２ 4,000

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 広瀬１ 4,100

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 広瀬２ 4,100

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 雲南１ 4,100

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 雲南２ 4,300

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 雲南３ 4,000

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 仁多 4,200

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 出雲１ 4,000

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 出雲２ 4,000

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 出雲３ 4,000

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 大田 3,700

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 県央１ 3,600

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 県央２ 3,600

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 浜田１ 4,000 旧浜田市、旧三隅町

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 浜田１ 4,000 旧江津市

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 浜田２ 4,000

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 浜田３ 3,900

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 益田１ 3,900

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 益田２ 4,100

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 益田３ 4,200

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 津和野１ 5,300

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 津和野２ 5,300

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 津和野３ 6,400

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 隠岐１ 3,600

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 隠岐２ 6,150

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 隠岐３ 6,150

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 松江１ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 松江２ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 広瀬１ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 広瀬２ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 雲南１ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 雲南２ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 雲南３ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 仁多 - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 出雲１ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 出雲２ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 出雲３ - 岸壁渡し

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 大田 - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 県央１ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 県央２ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 浜田１ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 浜田２ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 浜田３ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 益田１ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 益田２ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 益田３ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 津和野１ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 津和野２ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 津和野３ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 隠岐１ - 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 隠岐２ 5,150 岸壁渡し

鉄線籠枠用割詰石 １５cm内外 m3 隠岐３ 5,150 岸壁渡し

被覆石投入 ２００kg内外 m3 松江１ 3,900 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 松江２ 3,900 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 広瀬１ 3,900 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 広瀬２ - 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 雲南１ - 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 雲南２ - 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 雲南３ - 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 仁多 - 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 出雲１ 3,800 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 出雲２ 3,800 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 出雲３ - 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 大田 3,900 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 県央１ - 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 県央２ - 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 浜田１ - 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 浜田２ - 1

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

被覆石投入 ２００kg内外 m3 浜田３ - 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 益田１ - 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 益田２ - 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 益田３ - 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 津和野１ - 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 津和野２ - 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 津和野３ - 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 隠岐１ 3,800 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 隠岐２ 3,800 1

被覆石投入 ２００kg内外 m3 隠岐３ 3,800 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 松江１ 4,100 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 松江２ 4,100 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 広瀬１ 4,100 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 広瀬２ - 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 雲南１ - 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 雲南２ - 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 雲南３ - 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 仁多 - 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 出雲１ 4,000 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 出雲２ 4,000 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 出雲３ - 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 大田 4,100 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 県央１ - 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 県央２ - 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 浜田１ - 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 浜田２ - 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 浜田３ - 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 益田１ - 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 益田２ - 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 益田３ - 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 津和野１ - 1

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 津和野２ - 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 津和野３ - 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 隠岐１ 4,000 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 隠岐２ 4,000 1

被覆石投入 ０．５ｔ内外 m3 隠岐３ 4,000 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 松江１ 4,400 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 松江２ 4,400 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 広瀬１ 4,400 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 広瀬２ - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 雲南１ - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 雲南２ - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 雲南３ - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 仁多 - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 出雲１ 4,300 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 出雲２ 4,300 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 出雲３ - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 大田 4,400 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 県央１ - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 県央２ - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 浜田１ - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 浜田２ - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 浜田３ - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 益田１ - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 益田２ - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 益田３ - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 津和野１ - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 津和野２ - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 津和野３ - 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 隠岐１ 4,300 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 隠岐２ 4,300 1

被覆石投入 １．０ｔ内外 m3 隠岐３ 4,300 1

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

捨石投入 ２００～１０kg m3 松江１ 3,800 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 松江２ 3,800 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 広瀬１ 3,800 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 広瀬２ - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 雲南１ - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 雲南２ - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 雲南３ - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 仁多 - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 出雲１ 3,700 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 出雲２ 3,700 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 出雲３ - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 大田 3,800 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 県央１ - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 県央２ - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 浜田１ - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 浜田２ - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 浜田３ - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 益田１ - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 益田２ - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 益田３ - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 津和野１ - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 津和野２ - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 津和野３ - 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 隠岐１ 3,700 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 隠岐２ 3,700 1

捨石投入 ２００～１０kg m3 隠岐３ 3,700 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 松江１ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 松江２ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 広瀬１ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 広瀬２ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 雲南１ - 1

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

岩屑（ケーソン中詰用） m3 雲南２ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 雲南３ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 仁多 - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 出雲１ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 出雲２ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 出雲３ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 大田 - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 県央１ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 県央２ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 浜田１ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 浜田２ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 浜田３ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 益田１ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 益田２ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 益田３ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 津和野１ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 津和野２ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 津和野３ - 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 隠岐１ 3,000 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 隠岐２ 3,000 1

岩屑（ケーソン中詰用） m3 隠岐３ 3,000 1

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 松江１ 2,400

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 松江２ 2,600

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 広瀬１ 2,700

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 広瀬２ 2,700

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 雲南１ 2,900

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 雲南２ 3,100

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 雲南３ 2,900

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 仁多 2,900

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 出雲１ 2,600

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 出雲２ 2,600

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 出雲３ 2,600

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 大田 2,800

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 県央１ 2,800

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 県央２ 3,000

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 浜田１ -

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 浜田２ -

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 浜田３ -

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 益田１ -

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 益田２ -

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 益田３ -

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 津和野１ -

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 津和野２ -

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 津和野３ -

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 隠岐１ -

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 隠岐２ -

再生砕石（ＲＣ－３０） ３０～０mm m3 隠岐３ -

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 松江１ 2,300

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 松江２ 2,400

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 広瀬１ 2,600

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 広瀬２ 2,600

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 雲南１ 2,800

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 雲南２ 3,000

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 雲南３ 2,800

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 仁多 2,900

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 出雲１ 2,600

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 出雲２ 2,600

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 出雲３ 2,600

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 大田 2,700

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 県央１ 2,700

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 県央２ 2,900

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 浜田１ 2,900

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１－２－６　　骨材、石材
工事現場最寄道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 浜田２ 2,900

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 浜田３ 3,000

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 益田１ 2,400

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 益田２ 2,400

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 益田３ 2,400

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 津和野１ 2,700

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 津和野２ 2,700

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 津和野３ 2,700

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 隠岐１ 3,000

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 隠岐２ － 西ノ島町　5,900円

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 隠岐２ － 海士町　5,150円

再生砕石（ＲＣ－４０） クラッシャーラン　４０～０mm m3 隠岐３ －

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。

33



１－２－７　　セメント・コンクリート混和剤
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

普通ポルトランドセメント 袋  物（２５kg入り） ｔ 本土 27-4

普通ポルトランドセメント 袋  物（２５kg入り） ｔ 隠岐 *1

早強ポルトランドセメント 袋  物（２５kg入り） ｔ 本土 27-4

早強ポルトランドセメント 袋  物（２５kg入り） ｔ 隠岐 *1

高炉セメント Ｂ種・袋物（２５kg入り） ｔ 本土 27-4

高炉セメント Ｂ種・袋物（２５kg入り） ｔ 隠岐 *1

普通ポルトランドセメント バラ物 ｔ 本土 27-4

普通ポルトランドセメント バラ物 ｔ 隠岐 *1

高炉セメント Ｂ種・バラ物 ｔ 本土 27-4

高炉セメント Ｂ種・バラ物 ｔ 隠岐 *1

ＡＥ減水剤（ＪＩＳ Ａ ６２０４） 標準型 kg 本土 208

ＡＥ減水剤（ＪＩＳ Ａ ６２０４） 標準型 kg 隠岐 218

ＡＥ減水剤（ＪＩＳ Ａ ６２０４） 凝結促進型 kg 本土 27-4

ＡＥ減水剤（ＪＩＳ Ａ ６２０４） 凝結促進型 kg 隠岐 *1

ＡＥ減水剤（ＪＩＳ Ａ ６２０４） 凝結遅延型 kg 本土 27-4

ＡＥ減水剤（ＪＩＳ Ａ ６２０４） 凝結遅延型 kg 隠岐 *1

アルミ粉　（ＪＩＳ Ａ ６２０１） ＪＩＳ　Ａ６２０１ kg 本土 27-4

アルミ粉　（ＪＩＳ Ａ ６２０１） ＪＩＳ　Ａ６２０１ kg 隠岐 *1

起泡剤 グラウトモルタル用 kg 本土 27-4

起泡剤 グラウトモルタル用 kg 隠岐 *1

ＰＣグラウト用起泡剤 ノンブリージング型 kg 本土 1,530

ＰＣグラウト用起泡剤 ノンブリージング型 kg 隠岐 1,600
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１－２－８　　油類

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ガソリン  （スタンド） レギュラ（８０オクタン価以上） Ｌ 本土 27-4

ガソリン  （スタンド） レギュラ（８０オクタン価以上） Ｌ 隠岐１ 138

ガソリン  （スタンド） レギュラ（８０オクタン価以上） Ｌ 隠岐２ 147

ガソリン  （スタンド） レギュラ（８０オクタン価以上） Ｌ 隠岐３ 147

軽油　　　（スタンド） Ｌ 本土 27-4

軽油　　　（スタンド） Ｌ 隠岐１ 128

軽油　　　（スタンド） Ｌ 隠岐２ 140

軽油　　　（スタンド） Ｌ 隠岐３ 140

軽油　（小型ローリー） 作業船等用 10Ｌ 本土 27-4 1

軽油　（小型ローリー） 作業船等用 10Ｌ 隠岐１ 939 1

軽油　（小型ローリー） 作業船等用 10Ｌ 隠岐２ 1,059 1

軽油　（小型ローリー） 作業船等用 10Ｌ 隠岐３ 1,059 1

軽油　（小型ローリー） パトロール給油 Ｌ 本土 27-4

軽油　（小型ローリー） パトロール給油 Ｌ 隠岐１ 128

軽油　（小型ローリー） パトロール給油 Ｌ 隠岐２ 140

軽油　（小型ローリー） パトロール給油 Ｌ 隠岐３ 140

Ａ重油　　（ローリー） 陸上、一般 Ｌ 本土 27-4

Ａ重油　　（ローリー） 陸上、一般 Ｌ 隠岐１ 87

Ａ重油　　（ローリー） 陸上、一般 Ｌ 隠岐２ 98

Ａ重油　　（ローリー） 陸上、一般 Ｌ 隠岐３ 98

Ａ重油　　（ローリー） 陸上、一般 10Ｌ 本土 27-4

Ａ重油　　（ローリー） 陸上、一般 10Ｌ 隠岐１ 870

Ａ重油　　（ローリー） 陸上、一般 10Ｌ 隠岐２ 980

Ａ重油　　（ローリー） 陸上、一般 10Ｌ 隠岐３ 980

混合油　　（スタンド・ポリ缶） ２０：１ Ｌ 本土 140

混合油　　（スタンド・ポリ缶） ２０：１ Ｌ 隠岐１ 150

混合油　　（スタンド・ポリ缶） ２０：１ Ｌ 隠岐２ 158

混合油　　（スタンド・ポリ缶） ２０：１ Ｌ 隠岐３ 158
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１－２－８　　油類

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

混合油　　（スタンド・ポリ缶） ２５：１ Ｌ 本土 138

混合油　　（スタンド・ポリ缶） ２５：１ Ｌ 隠岐１ 147

混合油　　（スタンド・ポリ缶） ２５：１ Ｌ 隠岐２ 156

混合油　　（スタンド・ポリ缶） ２５：１ Ｌ 隠岐３ 156

灯油　（スタンド） 白灯油（１８Ｌ缶） Ｌ 本土 27-4

灯油　（スタンド） 白灯油（１８Ｌ缶） Ｌ 隠岐１ 86

灯油　（スタンド） 白灯油（１８Ｌ缶） Ｌ 隠岐２ 103

灯油　（スタンド） 白灯油（１８Ｌ缶） Ｌ 隠岐３ 103

灯油　（小型ローリー） 白灯油、業務用 10Ｌ 本土 27-4

灯油　（小型ローリー） 白灯油、業務用 10Ｌ 隠岐１ 890

灯油　（小型ローリー） 白灯油、業務用 10Ｌ 隠岐２ 1,010

灯油　（小型ローリー） 白灯油、業務用 10Ｌ 隠岐３ 1,010

免税軽油　（小型ローリー） パトロール給油 Ｌ 本土 27-4 1

免税軽油　（小型ローリー） パトロール給油 Ｌ 隠岐１ 95 1

免税軽油　（小型ローリー） パトロール給油 Ｌ 隠岐２ 107 1

免税軽油　（小型ローリー） パトロール給油 Ｌ 隠岐３ 107 1
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１－２－９　　鋼材及び金物
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鋼矢板（ＪＩＳ　Ａ　５５２８） 幅400mm　 SY295　L＝６～２０ｍ ｔ 本土 －

鋼矢板（ＪＩＳ　Ａ　５５２８） 幅400mm　 SY295　L＝６～２０ｍ ｔ 隠岐 －

軽量鋼矢板 幅250～333mm  SS400　L＝２～１２m ｔ 本土 27-4

軽量鋼矢板 幅250～333mm  SS400　L＝２～１２m ｔ 隠岐 *1

鋼板 厚１０mm　・防護柵用　無規格品 ｔ 本土 27-4

鋼板 厚１０mm　・防護柵用　無規格品 ｔ 隠岐 *1

しま鋼板 厚３．２mm kg 本土 89

しま鋼板 厚３．２mm kg 隠岐 96

等辺山形アングル ２５mm×２５mm×３mm kg 本土 27-4

等辺山形アングル ２５mm×２５mm×３mm kg 隠岐 *1

鉄筋用小形丸鋼 ９mm　　　　　（ＳＲ　２３５） ｔ 本土 －

鉄筋用小形丸鋼 ９mm　　　　　（ＳＲ　２３５） ｔ 隠岐 －

鉄筋用小形丸鋼 １３mm　　　　（ＳＲ　２３５） ｔ 本土 －

鉄筋用小形丸鋼 １３mm　　　　（ＳＲ　２３５） ｔ 隠岐 －

鉄筋用異形棒鋼 １０mm　（ＳＤ　２９５Ａ） kg 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 １０mm　（ＳＤ　２９５Ａ） kg 隠岐 *1

鉄筋用異形棒鋼 １３mm　（ＳＤ　２９５Ａ） kg 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 １３mm　（ＳＤ　２９５Ａ） kg 隠岐 *1

鉄筋用異形棒鋼 16mm 　（ＳＤ　２９５Ａ） kg 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 16mm 　（ＳＤ　２９５Ａ） kg 隠岐 *1

鉄筋用異形棒鋼 １３mm　（ＳＤ　３４５） kg 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 １３mm　（ＳＤ　３４５） kg 隠岐 *1

鉄筋用異形棒鋼 16～25mm 　（ＳＤ　３４５） kg 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 16～25mm 　（ＳＤ　３４５） kg 隠岐 *1

鉄筋用異形棒鋼 29～32mm 　（ＳＤ　３４５） kg 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 29～32mm 　（ＳＤ　３４５） kg 隠岐 *1

鉄筋用異形棒鋼 ３５mm　　　　（ＳＤ　３４５） kg 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 ３５mm　　　　（ＳＤ　３４５） kg 隠岐 *1
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１－２－９　　鋼材及び金物
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鉄筋用異形棒鋼 ３８mm　　　　（ＳＤ　３４５） kg 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 ３８mm　　　　（ＳＤ　３４５） kg 隠岐 *1

鉄筋用異形棒鋼 ４１mm　　　　（ＳＤ　３４５） kg 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 ４１mm　　　　（ＳＤ　３４５） kg 隠岐 *1

鉄筋用異形棒鋼 ５１mm　　　　（ＳＤ　３４５） kg 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 ５１mm　　　　（ＳＤ　３４５） kg 隠岐 *1

丸鋼（ＳＳ４００） φ１６mm～φ２５mm ｔ 本土 27-4

丸鋼（ＳＳ４００） φ１６mm～φ２５mm ｔ 隠岐 *1

丸鋼（ＳＳ４００） φ３２mm ｔ 本土 27-4

丸鋼（ＳＳ４００） φ３２mm ｔ 隠岐 *1

丸鋼（ＳＳ４００） φ３６mm ｔ 本土 27-4

丸鋼（ＳＳ４００） φ３６mm ｔ 隠岐 *1

丸鋼（ＳＳ４００） φ４８mm ｔ 本土 27-4

丸鋼（ＳＳ４００） φ４８mm ｔ 隠岐 *1

鉄線 各種 kg 本土 27-4

鉄線 各種 kg 隠岐 *1

鉄釘 各種 kg 本土 27-4

鉄釘 各種 kg 隠岐 *1

ボールト（座金・ナット付） 座金　ナット付 kg 本土 191

ボールト（座金・ナット付） 座金　ナット付 kg 隠岐 198

アンカ－ボルト(１０本当たり) Ｗ１／２(１３)mm×４０cm 10本 本土 880

アンカ－ボルト(１０本当たり) Ｗ１／２(１３)mm×４０cm 10本 隠岐 906

かすがい φ１２×２４０ 本 本土 83

かすがい φ１２×２４０ 本 隠岐 87

かすがい 各種 kg 本土 186

かすがい 各種 kg 隠岐 193

取手 φ９mm×３００mm 本 本土 11

取手 φ９mm×３００mm 本 隠岐 12
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１－２－９　　鋼材及び金物
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

溶接棒 軟鋼用・径４mm kg 本土 27-4

溶接棒 軟鋼用・径４mm kg 隠岐 *1

溶接棒 軟鋼用・径５mm kg 本土 27-4

溶接棒 軟鋼用・径５mm kg 隠岐 *1

溶接ワイヤ ノンガス　径２．４mm kg 本土 27-4

溶接ワイヤ ノンガス　径２．４mm kg 隠岐 *1

溶接ワイヤ ノンガス　径３．２mm kg 本土 27-4

溶接ワイヤ ノンガス　径３．２mm kg 隠岐 *1

継施工費 鋼矢板　Ⅱ型 箇所 統一 *3

継施工費 鋼矢板　Ⅲ型 箇所 統一 *3

継施工費 鋼矢板　Ⅳ型 箇所 統一 *3

継施工費 鋼矢板　VL型 箇所 統一 *3

継施工費 鋼矢板　ⅥL型 箇所 統一 *3

継施工費 鋼矢板　Ⅱｗ型 箇所 統一 *3

継施工費 鋼矢板　Ⅲｗ型 箇所 統一 *3

継施工費 鋼矢板　Ⅳｗ型 箇所 統一 *3

継施工費 鋼矢板１０Ｈ型（ハット） 箇所 統一 *3

継施工費 鋼矢板２５Ｈ型（ハット） 箇所 統一 *3

継施工費 Ｈ形鋼Ｈ２５０ 箇所 統一 *3

継施工費 Ｈ形鋼Ｈ３００ 箇所 統一 *3

継施工費 Ｈ形鋼Ｈ３５０ 箇所 統一 *3

継施工費 Ｈ形鋼Ｈ４００ 箇所 統一 *3

39



１－２－１０　　木材・切丸太
１．工事現場渡し単価とする。
２．橋梁用、桁、脚材及び矢板等の特殊材については時価で積算する。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

杉板材（特１等） 厚０．９cm・幅18～21cm・長４ｍ m3 統一 －

杉板材（特１等） 厚1.2～1.8cm・幅12～21cm・長４ｍ m3 統一 －

杉板材（特１等） 厚２．４cm・幅12～21cm・長４ｍ m3 統一 －

杉角材（１等） 正割４．５～６．０cm・長４ｍ m3 統一 48,000

杉角材（１等） 正角９．０～10．５cm・長４ｍ m3 統一 27-4

杉角材（１等） 正角１２．０cm・長４．０ｍ m3 統一 －

杉角材（１等） 正角１０．５cm・長３．０ｍ m3 統一 27-4

杉角材（特１等） 正角９．０cm・長３．０ｍ m3 統一 27-4

杉角材（特１等） 正割６．０cm・長４．０ｍ m3 統一 27-4

松板材（特１等） 厚０．９cm・幅18～21cm・長４ｍ m3 統一 －

松板材（特１等） 厚1.2～1.8cm・幅12～21cm・長４ｍ m3 統一 －

松板材（特１等） 厚２．４cm・幅12～21cm・長４ｍ m3 統一 －

松角材（１等） 正割４．５～６．０cm・長４ｍ m3 統一 －

杉板材（特１等）　型枠用 t (1.8cm) × w (24cm) × L(2.00m) m3 統一 27-4

型枠用合板（ＪＡＳ　２種） ０．９×１．８ｍ・厚１２mm 枚 統一 27-4

米松角材 １０．５×２１．０cm m3 統一 －

小幅板（杉１等） 厚１．５cm・幅７．９～９．０・長４ｍ m3 統一 －

竹 目通廻り２０cm　　長さ６．５ｍ 本 統一 1,040

切丸太（松） 末口２５．０ｃｍ　Ｌ＝２．０ｍ 本 統一 4,000

切丸太（松） 末口３０．０ｃｍ　Ｌ＝４．０ｍ 本 統一 12,600

切丸太（間伐材） 末口４．５cm程度　Ｌ＝６．０ｍ 本 統一 700

切丸太（間伐材） 末口４．５cm程度　Ｌ＝９．０ｍ 本 統一 1,620

切丸太（間伐材） 末口　６cm程度　Ｌ＝１．０ｍ 本 統一 120

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口　６cm程度　Ｌ＝２．０ｍ 本 統一 210

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口　６cm程度　Ｌ＝１．８ｍ 本 統一 200

切丸太（間伐材） 末口　６cm程度　Ｌ＝６．０ｍ 本 統一 860

切丸太（間伐材） 末口　６cm程度　Ｌ＝８．０ｍ 本 統一 1,620

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口　７cm程度　Ｌ＝１．５ｍ 本 統一 230
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１－２－１０　　木材・切丸太
１．工事現場渡し単価とする。
２．橋梁用、桁、脚材及び矢板等の特殊材については時価で積算する。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

切丸太（間伐材） 末口　７cm程度　Ｌ＝２．０ｍ 本 統一 230

切丸太（間伐材） 末口　７cm程度　Ｌ＝３．０ｍ 本 統一 400

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口７．５cm程度　Ｌ＝２．０ｍ 本 統一 280

切丸太（間伐材） 末口　９cm程度　Ｌ＝０．８ｍ 本 統一 150

切丸太（間伐材） 末口　９cm程度　Ｌ＝０．９ｍ 本 統一 160

切丸太（間伐材） 末口　９cm程度　Ｌ＝１．２ｍ 本 統一 190

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口　９cm程度　Ｌ＝１．５ｍ 本 統一 330

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口　９cm程度　Ｌ＝１．８ｍ 本 統一 340

切丸太（間伐材） 末口　９cm程度　Ｌ＝１．８ｍ 本 統一 260

切丸太（間伐材） 末口　９cm程度　Ｌ＝２．０ｍ 本 統一 300

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口　９cm程度　Ｌ＝２．０ｍ 本 統一 380

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口　９cm程度　Ｌ＝３．０ｍ 本 統一 580

切丸太（間伐材） 末口　９cm程度　Ｌ＝３．０ｍ 本 統一 500

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口　９cm程度　Ｌ＝４．０ｍ 本 統一 830

切丸太（間伐材） 末口　９cm程度　Ｌ＝４．０ｍ 本 統一 750

切丸太（間伐材） 末口１０cm程度　Ｌ＝０．９ｍ 本 統一 200

切丸太（間伐材） 末口１０cm程度　Ｌ＝３．０ｍ 本 統一 650

切丸太（間伐材） 末口１０．５cm程度　Ｌ＝１．８ｍ 本 統一 360

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１１cm程度　Ｌ＝０．６ｍ 本 統一 230

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１１cm程度　Ｌ＝０．７ｍ 本 統一 230

切丸太（間伐材） 末口１１cm程度　Ｌ＝０．８ｍ 本 統一 210

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１１cm程度　Ｌ＝１．０ｍ 本 統一 320

切丸太（間伐材） 末口１１cm程度　Ｌ＝１．０ｍ 本 統一 260

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１１cm程度　Ｌ＝１．５ｍ 本 統一 500

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１１cm程度　Ｌ＝１．８ｍ 本 統一 500

切丸太（間伐材） 末口１１cm程度　Ｌ＝２．０ｍ 本 統一 510

切丸太（間伐材） 末口１１cm程度　Ｌ＝３．０ｍ 本 統一 770

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１２cm程度　Ｌ＝１．０ｍ 本 統一 380
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１－２－１０　　木材・切丸太
１．工事現場渡し単価とする。
２．橋梁用、桁、脚材及び矢板等の特殊材については時価で積算する。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１２cm程度　Ｌ＝１．５ｍ 本 統一 510

切丸太（間伐材） 末口１２cm程度　Ｌ＝１．８ｍ 本 統一 470

切丸太（間伐材） 末口１２cm程度　Ｌ＝２．０ｍ 本 統一 580

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１２cm程度　Ｌ＝２．０ｍ 本 統一 660

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１２cm程度　Ｌ＝２．５ｍ 本 統一 860

切丸太（間伐材） 末口１２cm程度　Ｌ＝２．６ｍ 本 統一 810

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１２cm程度　Ｌ＝２．８ｍ 本 統一 940

切丸太（間伐材） 末口１２cm程度　Ｌ＝２．８ｍ 本 統一 860

切丸太（間伐材） 末口１２cm程度　Ｌ＝２．９ｍ 本 統一 900

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１２cm程度　Ｌ＝３．０ｍ 本 統一 1,050

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１２cm程度　Ｌ＝３．２ｍ 本 統一 1,110

切丸太（間伐材） 末口１２cm程度　Ｌ＝３．５ｍ 本 統一 1,130

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１２cm程度　Ｌ＝４．０ｍ 本 統一 1,510

切丸太（間伐材） 末口１２cm程度　Ｌ＝４．０ｍ 本 統一 1,430

切丸太（間伐材） 末口１２cm程度　Ｌ＝５．０ｍ 本 統一 1,890

切丸太（間伐材） 末口１２cm程度　Ｌ＝６．０ｍ 本 統一 2,790

切丸太（間伐材） 末口１５cm程度　Ｌ＝１．２ｍ 本 統一 500

切丸太（間伐材） 末口１５cm程度　Ｌ＝１．８ｍ 本 統一 740

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１５cm程度　Ｌ＝２．０ｍ 本 統一 960

切丸太（間伐材） 末口１５cm程度　Ｌ＝２．０ｍ 本 統一 880

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１５cm程度　Ｌ＝３．０ｍ 本 統一 1,600

切丸太（間伐材） 末口１５cm程度　Ｌ＝３．０ｍ 本 統一 1,520

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１５cm程度　Ｌ＝４．０ｍ 本 統一 2,160

切丸太（間伐材） 末口１５cm程度　Ｌ＝４．０ｍ 本 統一 2,080

切丸太（間伐材） 末口１８cm程度　Ｌ＝１．８ｍ 本 統一 1,070

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１８cm程度　Ｌ＝２．０ｍ 本 統一 1,480

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１８cm程度　Ｌ＝３．０ｍ 本 統一 2,410

切丸太（間伐材） 末口１８cm程度　Ｌ＝３．０ｍ 本 統一 2,330
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１－２－１０　　木材・切丸太
１．工事現場渡し単価とする。
２．橋梁用、桁、脚材及び矢板等の特殊材については時価で積算する。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

切丸太（間伐材）　（杭木用） 末口１８cm程度　Ｌ＝４．０ｍ 本 統一 3,120

切丸太（間伐材） 末口１８cm程度　Ｌ＝４．０ｍ 本 統一 3,040

杭切削加工費 末口６～１２cm　Ｌ＝０．５～２．０ｍ 本 統一 100

杭切削加工費 末口６～１２cm　Ｌ＝２．１～４．０ｍ 本 統一 100

杭切削加工費 末口１２超～１８cm　Ｌ＝０．５～２．０ｍ 本 統一 100

杭切削加工費 末口１２超～１８cm　Ｌ＝２．１～４．０ｍ 本 統一 100

太鼓落とし切削加工費 末口10～14cm程度　長1.0m 本 統一 270

太鼓落とし切削加工費 末口10～14cm程度　長2.0m 本 統一 310

太鼓落とし切削加工費 末口10～14cm程度　長3.0m 本 統一 360

太鼓落とし切削加工費 末口10～14cm程度　長4.0m 本 統一 410

太鼓落とし切削加工費 末口14cm超～18cm程度　長1.0m 本 統一 270

太鼓落とし切削加工費 末口14cm超～18cm程度　長2.0m 本 統一 320

太鼓落とし切削加工費 末口14cm超～18cm程度　長3.0m 本 統一 360

太鼓落とし切削加工費 末口14cm超～18cm程度　長4.0m 本 統一 410

切丸太（間伐材）（太鼓落とし加工） 末口10.5cm、7.5cm仕上、長1.8m 本 統一 670

切丸太（間伐材）（太鼓落とし加工） 末口12cm仕上げ9cm、長1.8m 本 統一 780

切丸太（間伐材）（太鼓落とし加工） 末口12cm仕上げ9cm、長4.0m 本 統一 1,700

切丸太（間伐材）（太鼓落とし加工） 末口15cm仕上げ12cm、長1.8m 本 統一 1,060

切丸太（間伐材）（太鼓落とし加工） 末口15cm仕上げ12cm、長3.0m 本 統一 1,540

切丸太（間伐材）（太鼓落とし加工） 末口15cm仕上げ12cm、長4.0m 本 統一 2,490

切丸太（間伐材）（太鼓落とし加工） 末口18cm仕上げ15cm、長1.8m 本 統一 1,390

切丸太（間伐材）（太鼓落とし加工） 末口18cm仕上げ15cm、長3.0m 本 統一 2,140

切丸太（間伐材）（太鼓落とし加工） 末口18cm仕上げ15cm、長4.0m 本 統一 3,450

間伐材パネル Ｈ＝１．５ｍ　Ｗ＝０．５ｍ　ｔ＝０．１ｍ 枚 統一 4,860

間伐材　丸太（素材） 末口4.5cm程度　L=4.0m m3 統一 27,000

間伐材　丸太（素材） 末口4.5cm程度　L=6.0m m3 統一 31,500

間伐材　丸太（素材） 末口4.5cm程度　L=9.0m m3 統一 36,000

間伐材　丸太（素材） 末口6.0cm程度　L=1.0m m3 統一 33,000
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１－２－１０　　木材・切丸太
１．工事現場渡し単価とする。
２．橋梁用、桁、脚材及び矢板等の特殊材については時価で積算する。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

間伐材　丸太（素材） 末口6.0cm程度　L=2.0m m3 統一 22,500

間伐材　丸太（素材） 末口6.0cm程度　L=3.0m m3 統一 22,500

間伐材　丸太（素材） 末口6.0cm程度　L=6.0m m3 統一 27,000

間伐材　丸太（素材） 末口6.0cm程度　L=8.0m m3 統一 31,500

間伐材　丸太（素材） 末口9.0cm程度　L=1.0m m3 統一 22,500

間伐材　丸太（素材） 末口9.0cm程度　L=2.0m m3 統一 22,500

間伐材　丸太（素材） 末口9.0cm程度　L=3.0m m3 統一 22,500

間伐材　丸太（素材） 末口9.0cm程度　L=4.0m m3 統一 22,500

間伐材　丸太（素材） 末口12cm程度　L=1.0m m3 統一 21,600

間伐材　丸太（素材） 末口12cm程度　L=2.0m m3 統一 20,700

間伐材　丸太（素材） 末口12cm程度　L=3.0m m3 統一 20,700

間伐材　丸太（素材） 末口12cm程度　L=4.0m m3 統一 22,500

間伐材　丸太（素材） 末口12cm程度　L=5.0m m3 統一 25,200

間伐材　丸太（素材） 末口12cm程度　L=6.0m m3 統一 28,800

間伐材　丸太（素材） 末口15cm程度　L=2.0m m3 統一 20,700

間伐材　丸太（素材） 末口15cm程度　L=3.0m m3 統一 23,400

間伐材　丸太（素材） 末口15cm程度　L=4.0m m3 統一 23,400

間伐材　丸太（素材） 末口18cm程度　L=2.0m m3 統一 20,700

間伐材　丸太（素材） 末口18cm程度　L=3.0m m3 統一 23,400

間伐材　丸太（素材） 末口18cm程度　L=4.0m m3 統一 23,400
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１－２－１１　　仮設防護柵材
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

松板材 厚３．６～６．０cm m3 統一 *3

金網 亜鉛引、菱形４mm×５０mm目 m2 本土 1,210

金網 亜鉛引、菱形４mm×５０mm目 m2 隠岐 1,240

シート（ポリエステル製） １．８ｍ×５．１ｍ×０．５mm m2 統一 27-4

仮囲い仮設材損料 仮囲い鋼板・単管 10m日 統一 *3

雑矢板 幅120×厚30～45mm×長2.0ｍ m3 統一 27-4

支柱製作加工費 防護柵Ｂ型 本 統一 8,960

フェンス 高１．２・メッキφ３．２×５６mm m 本土 27-4

フェンス 高１．２・メッキφ３．２×５６mm m 隠岐 *1
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１－２－１２　　鉄線蛇籠・フトン籠
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鉄線蛇籠（円筒形） ＃１０・網目１３cm  ・径４５cm m 本土 27-4

鉄線蛇籠（円筒形） ＃１０・網目１３cm  ・径４５cm m 隠岐 *1

鉄線蛇籠（円筒形） ＃８　・網目１３cm　・径４５cm m 本土 27-4

鉄線蛇籠（円筒形） ＃８　・網目１３cm　・径４５cm m 隠岐 *1

鉄線蛇籠（円筒形） ＃６　・網目１３cm　・径４５cm m 本土 27-4

鉄線蛇籠（円筒形） ＃６　・網目１３cm　・径４５cm m 隠岐 *1

鉄線蛇籠（円筒形） ＃１０・網目１３cm　・径６０cm m 本土 27-4

鉄線蛇籠（円筒形） ＃１０・網目１３cm　・径６０cm m 隠岐 *1

鉄線蛇籠（円筒形） ＃８　・網目１３cm　・径６０cm m 本土 27-4

鉄線蛇籠（円筒形） ＃８　・網目１３cm　・径６０cm m 隠岐 *1

鉄線蛇籠（円筒形） ＃６　・網目１３cm　・径６０cm m 本土 27-4

鉄線蛇籠（円筒形） ＃６　・網目１３cm　・径６０cm m 隠岐 *1

鉄線蛇籠（円筒形） ＃１０・網目１５cm　・径４５cm m 本土 27-4

鉄線蛇籠（円筒形） ＃１０・網目１５cm　・径４５cm m 隠岐 *1

鉄線蛇籠（円筒形） ＃８　・網目１５cm　・径４５cm m 本土 27-4

鉄線蛇籠（円筒形） ＃８　・網目１５cm　・径４５cm m 隠岐 *1

鉄線蛇籠（円筒形） ＃６　・網目１５cm　・径４５cm m 本土 27-4

鉄線蛇籠（円筒形） ＃６　・網目１５cm　・径４５cm m 隠岐 *1

鉄線蛇籠（円筒形） ＃１０・網目１５cm　・径６０cm m 本土 27-4

鉄線蛇籠（円筒形） ＃１０・網目１５cm　・径６０cm m 隠岐 *1

鉄線蛇籠（円筒形） ＃８　・網目１５cm　・径６０cm m 本土 27-4

鉄線蛇籠（円筒形） ＃８　・網目１５cm　・径６０cm m 隠岐 *1

鉄線蛇籠（円筒形） ＃６　・網目１５cm　・径６０cm m 本土 27-4

鉄線蛇籠（円筒形） ＃６　・網目１５cm　・径６０cm m 隠岐 *1

フトン籠（パネル式） 網目13cm・幅120cm・高40cm・用線3.2mm m 本土 27-4

フトン籠（パネル式） 網目13cm・幅120cm・高40cm・用線3.2mm m 隠岐 *1

フトン籠（パネル式） 網目13cm・幅120cm・高40cm・用線4.0mm m 本土 27-4

フトン籠（パネル式） 網目13cm・幅120cm・高40cm・用線4.0mm m 隠岐 *1
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１－２－１２　　鉄線蛇籠・フトン籠
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

フトン籠（パネル式） 網目13cm・幅120cm・高50cm・用線3.2mm m 本土 27-4

フトン籠（パネル式） 網目13cm・幅120cm・高50cm・用線3.2mm m 隠岐 *1

フトン籠（パネル式） 網目13cm・幅120cm・高50cm・用線4.0mm m 本土 27-4

フトン籠（パネル式） 網目13cm・幅120cm・高50cm・用線4.0mm m 隠岐 *1

フトン籠（パネル式） 網目13cm・幅120cm・高60cm・用線3.2mm m 本土 27-4

フトン籠（パネル式） 網目13cm・幅120cm・高60cm・用線3.2mm m 隠岐 *1

フトン籠（パネル式） 網目13cm・幅120cm・高60cm・用線4.0mm m 本土 27-4

フトン籠（パネル式） 網目13cm・幅120cm・高60cm・用線4.0mm m 隠岐 *1

フトン籠（パネル式） 網目15cm・幅120cm・高40cm・用線3.2mm m 本土 27-4

フトン籠（パネル式） 網目15cm・幅120cm・高40cm・用線3.2mm m 隠岐 *1

フトン籠（パネル式） 網目15cm・幅120cm・高40cm・用線4.0mm m 本土 27-4

フトン籠（パネル式） 網目15cm・幅120cm・高40cm・用線4.0mm m 隠岐 *1

フトン籠（パネル式） 網目15cm・幅120cm・高50cm・用線3.2mm m 本土 27-4

フトン籠（パネル式） 網目15cm・幅120cm・高50cm・用線3.2mm m 隠岐 *1

フトン籠（パネル式） 網目15cm・幅120cm・高50cm・用線4.0mm m 本土 27-4

フトン籠（パネル式） 網目15cm・幅120cm・高50cm・用線4.0mm m 隠岐 *1

フトン籠（パネル式） 網目15cm・幅120cm・高60cm・用線3.2mm m 本土 27-4

フトン籠（パネル式） 網目15cm・幅120cm・高60cm・用線3.2mm m 隠岐 *1

フトン籠（パネル式） 網目15cm・幅120cm・高60cm・用線4.0mm m 本土 27-4

フトン籠（パネル式） 網目15cm・幅120cm・高60cm・用線4.0mm m 隠岐 *1

フトン籠（パネル式） 網目10cm・幅120cm・高40cm・用線3.2mm m 本土 27-4

フトン籠（パネル式） 網目10cm・幅120cm・高40cm・用線3.2mm m 隠岐 *1

フトン籠（パネル式） 網目10cm・幅120cm・高40cm・用線4.0mm m 本土 27-4

フトン籠（パネル式） 網目10cm・幅120cm・高40cm・用線4.0mm m 隠岐 *1
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１－２－１３　　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）
工事現場渡し単価とする。（ただし、内径1,200mm以上は最寄り道路車上渡しとする。）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ヒューム管　外圧管１種 D 150mm×T 26mm×L 2000mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管１種 D 150mm×T 26mm×L 2000mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管１種 D 200mm×T 27mm×L 2000mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管１種 D 200mm×T 27mm×L 2000mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管１種 D 250mm×T 28mm×L 2000mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管１種 D 250mm×T 28mm×L 2000mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管１種 D 300mm×T 30mm×L 2000mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管１種 D 300mm×T 30mm×L 2000mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管１種 D 350mm×T 32mm×L 2000mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管１種 D 350mm×T 32mm×L 2000mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管１種 D 400mm×T 35mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管１種 D 400mm×T 35mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管１種 D 450mm×T 38mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管１種 D 450mm×T 38mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管１種 D 500mm×T 42mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管１種 D 500mm×T 42mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管１種 D 600mm×T 50mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管１種 D 600mm×T 50mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管１種 D 700mm×T 58mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管１種 D 700mm×T 58mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管１種 D 800mm×T 66mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管１種 D 800mm×T 66mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管１種 D 900mm×T 75mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管１種 D 900mm×T 75mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管１種 D1000mm×T 82mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管１種 D1000mm×T 82mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管１種 D1100mm×T 88mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管１種 D1100mm×T 88mm×L 2430mm 本 隠岐 *1
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１－２－１３　　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）
工事現場渡し単価とする。（ただし、内径1,200mm以上は最寄り道路車上渡しとする。）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ヒューム管　外圧管１種 D1200mm×T 95mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管１種 D1200mm×T 95mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管１種 D1350mm×T103mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管１種 D1350mm×T103mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管２種 D 150mm×T 26mm×L 2000mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管２種 D 150mm×T 26mm×L 2000mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管２種 D 200mm×T 27mm×L 2000mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管２種 D 200mm×T 27mm×L 2000mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管２種 D 250mm×T 28mm×L 2000mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管２種 D 250mm×T 28mm×L 2000mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管２種 D 300mm×T 30mm×L 2000mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管２種 D 300mm×T 30mm×L 2000mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管２種 D 350mm×T 32mm×L 2000mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管２種 D 350mm×T 32mm×L 2000mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管２種 D 400mm×T 35mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管２種 D 400mm×T 35mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管２種 D 450mm×T 38mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管２種 D 450mm×T 38mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管２種 D 500mm×T 42mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管２種 D 500mm×T 42mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管２種 D 600mm×T 50mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管２種 D 600mm×T 50mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管２種 D 700mm×T 58mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管２種 D 700mm×T 58mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管２種 D 800mm×T 66mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管２種 D 800mm×T 66mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管２種 D 900mm×T 75mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管２種 D 900mm×T 75mm×L 2430mm 本 隠岐 *1
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１－２－１３　　遠心力鉄筋コンクリート管（ヒューム管）
工事現場渡し単価とする。（ただし、内径1,200mm以上は最寄り道路車上渡しとする。）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ヒューム管　外圧管２種 D1000mm×T 82mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管２種 D1000mm×T 82mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管２種 D1100mm×T 88mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管２種 D1100mm×T 88mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管２種 D1200mm×T 95mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管２種 D1200mm×T 95mm×L 2430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管　外圧管２種 D1350mm×T103mm×L 2430mm 本 本土 27-4

ヒューム管　外圧管２種 D1350mm×T103mm×L 2430mm 本 隠岐 *1
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１－２－１４　　鉄筋コンクリートＵ形
１．工事現場渡し単価とする。
２．JIS A 5372の単価である。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鉄筋コンクリートＵ形 a１５０×ｃ１５０×L６００（mm） 本 本土 690

鉄筋コンクリートＵ形 a１５０×ｃ１５０×L６００（mm） 本 隠岐 900

鉄筋コンクリートＵ形 a１８０×ｃ１８０×L６００（mm） 本 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形 a１８０×ｃ１８０×L６００（mm） 本 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形 a２４０×ｃ２４０×L６００（mm） 本 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形 a２４０×ｃ２４０×L６００（mm） 本 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形 a３００×ｃ２４０×L６００（mm） 本 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形 a３００×ｃ２４０×L６００（mm） 本 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形 a３００×ｃ３００×L６００（mm） 本 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形 a３００×ｃ３００×L６００（mm） 本 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形 a３００×ｃ３６０×L６００（mm） 本 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形 a３００×ｃ３６０×L６００（mm） 本 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形 a３６０×ｃ３００×L６００（mm） 本 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形 a３６０×ｃ３００×L６００（mm） 本 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形 a３６０×ｃ３６０×L６００（mm） 本 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形 a３６０×ｃ３６０×L６００（mm） 本 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形 a４５０×ｃ４５０×L６００（mm） 本 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形 a４５０×ｃ４５０×L６００（mm） 本 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形 a６００×ｃ６００×L６００（mm） 本 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形 a６００×ｃ６００×L６００（mm） 本 隠岐 *1
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１－２－１５　　鉄筋コンクリートＵ形用蓋
１．工事現場渡し単価とする。
２．ＪＩＳ Ａ ５３７２の単価である。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　１種１５０ ｂ２１０×ｔ３５×L６００（mm） 枚 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　１種１５０ ｂ２１０×ｔ３５×L６００（mm） 枚 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　１種１８０ ｂ２５０×ｔ４０×L６００（mm） 枚 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　１種１８０ ｂ２５０×ｔ４０×L６００（mm） 枚 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　１種２４０ ｂ３３０×ｔ４５×L６００（mm） 枚 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　１種２４０ ｂ３３０×ｔ４５×L６００（mm） 枚 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　１種３００ ｂ４００×ｔ６０×L６００（mm） 枚 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　１種３００ ｂ４００×ｔ６０×L６００（mm） 枚 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　１種３６０ ｂ４６０×ｔ６５×L６００（mm） 枚 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　１種３６０ ｂ４６０×ｔ６５×L６００（mm） 枚 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　１種４５０ ｂ５６０×ｔ７０×L６００（mm） 枚 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　１種４５０ ｂ５６０×ｔ７０×L６００（mm） 枚 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　１種６００ ｂ７４０×ｔ７５×L６００（mm） 枚 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　１種６００ ｂ７４０×ｔ７５×L６００（mm） 枚 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　２種１５０ ｂ２１０×ｔ　９０×L６００（mm） 枚 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　２種１５０ ｂ２１０×ｔ　９０×L６００（mm） 枚 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　２種１８０ ｂ２５０×ｔ　９０×L６００（mm） 枚 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　２種１８０ ｂ２５０×ｔ　９０×L６００（mm） 枚 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　２種２４０ ｂ３３０×ｔ１００×L６００（mm） 枚 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　２種２４０ ｂ３３０×ｔ１００×L６００（mm） 枚 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　２種３００ ｂ４００×ｔ１００×L６００（mm） 枚 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　２種３００ ｂ４００×ｔ１００×L６００（mm） 枚 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　２種３６０ ｂ４６０×ｔ１００×L６００（mm） 枚 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　２種３６０ ｂ４６０×ｔ１００×L６００（mm） 枚 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　２種４５０ ｂ５６０×ｔ１２０×L６００（mm） 枚 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　２種４５０ ｂ５６０×ｔ１２０×L６００（mm） 枚 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　２種６００ ｂ７４０×ｔ１５０×L６００（mm） 枚 本土 27-4

鉄筋コンクリートＵ形用蓋　２種６００ ｂ７４０×ｔ１５０×L６００（mm） 枚 隠岐 *1
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１－２－１６　　道路用鉄筋コンクリート側溝
１．工事現場渡し単価とする。
２．ＪＩＳ Ａ ５３７２の単価である。
３．Ａ型はふた掛り付、Ｂ型はふた掛りなしである。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ２５０　×　５００(mm） 本 本土 1,610

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ２５０　×　５００(mm） 本 隠岐 2,140

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ３００Ａ×　５００(mm） 本 本土 1,870

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ３００Ａ×　５００(mm） 本 隠岐 2,500

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ２５０　×２０００(mm） 本 本土 27-4

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ２５０　×２０００(mm） 本 隠岐 *1

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ３００Ａ×２０００(mm） 本 本土 27-4

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ３００Ａ×２０００(mm） 本 隠岐 *1

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ３００Ｂ×２０００(mm） 本 本土 27-4

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ３００Ｂ×２０００(mm） 本 隠岐 *1

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ３００Ｃ×２０００(mm） 本 本土 27-4

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ３００Ｃ×２０００(mm） 本 隠岐 *1

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ４００Ａ×２０００(mm） 本 本土 27-4

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ４００Ａ×２０００(mm） 本 隠岐 *1

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ４００Ｂ×２０００(mm） 本 本土 27-4

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ４００Ｂ×２０００(mm） 本 隠岐 *1

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ５００Ａ×２０００(mm） 本 本土 27-4

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ５００Ａ×２０００(mm） 本 隠岐 *1

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ５００Ｂ×２０００(mm） 本 本土 27-4

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ａ型 １種 ５００Ｂ×２０００(mm） 本 隠岐 *1

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ３００Ａ×　５００(mm） 本 本土 2,370

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ３００Ａ×　５００(mm） 本 隠岐 3,140

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ２５０　×２０００(mm） 本 本土 27-4

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ２５０　×２０００(mm） 本 隠岐 *1

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ３００Ａ×２０００(mm） 本 本土 27-4

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ３００Ａ×２０００(mm） 本 隠岐 *1

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ３００Ｂ×２０００(mm） 本 本土 27-4

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ３００Ｂ×２０００(mm） 本 隠岐 *1
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１－２－１６　　道路用鉄筋コンクリート側溝
１．工事現場渡し単価とする。
２．ＪＩＳ Ａ ５３７２の単価である。
３．Ａ型はふた掛り付、Ｂ型はふた掛りなしである。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ３００Ｃ×２０００(mm） 本 本土 27-4

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ３００Ｃ×２０００(mm） 本 隠岐 *1

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ４００Ａ×２０００(mm） 本 本土 27-4

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ４００Ａ×２０００(mm） 本 隠岐 *1

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ４００Ｂ×２０００(mm） 本 本土 27-4

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ４００Ｂ×２０００(mm） 本 隠岐 *1

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ５００Ａ×２０００(mm） 本 本土 27-4

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ５００Ａ×２０００(mm） 本 隠岐 *1

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ５００Ｂ×２０００(mm） 本 本土 27-4

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ａ型 ３種 ５００Ｂ×２０００(mm） 本 隠岐 *1

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ３００Ａ×　５００(mm） 本 本土 1,360

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ３００Ａ×　５００(mm） 本 隠岐 1,820

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ２５０　×２０００(mm） 本 本土 4,160

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ２５０　×２０００(mm） 本 隠岐 5,660

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ３００Ａ×２０００(mm） 本 本土 4,940

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ３００Ａ×２０００(mm） 本 隠岐 6,820

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ３００Ｂ×２０００(mm） 本 本土 6,300

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ３００Ｂ×２０００(mm） 本 隠岐 8,700

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ３００Ｃ×２０００(mm） 本 本土 7,710

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ３００Ｃ×２０００(mm） 本 隠岐 10,600

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ４００Ａ×２０００(mm） 本 本土 6,910

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ４００Ａ×２０００(mm） 本 隠岐 9,510

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ４００Ｂ×２０００(mm） 本 本土 8,300

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ４００Ｂ×２０００(mm） 本 隠岐 11,400

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ５００Ａ×２０００(mm） 本 本土 8,900

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ５００Ａ×２０００(mm） 本 隠岐 12,200

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ５００Ｂ×２０００(mm） 本 本土 10,500

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　歩道用 Ｂ型 １種 ５００Ｂ×２０００(mm） 本 隠岐 14,500
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１－２－１６　　道路用鉄筋コンクリート側溝
１．工事現場渡し単価とする。
２．ＪＩＳ Ａ ５３７２の単価である。
３．Ａ型はふた掛り付、Ｂ型はふた掛りなしである。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ３００Ａ×　５００(mm） 本 本土 1,690

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ３００Ａ×　５００(mm） 本 隠岐 2,240

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ２５０　×２０００(mm） 本 本土 4,740

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ２５０　×２０００(mm） 本 隠岐 6,440

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ３００Ａ×２０００(mm） 本 本土 6,160

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ３００Ａ×２０００(mm） 本 隠岐 8,410

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ３００Ｂ×２０００(mm） 本 本土 7,400

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ３００Ｂ×２０００(mm） 本 隠岐 10,000

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ３００Ｃ×２０００(mm） 本 本土 9,310

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ３００Ｃ×２０００(mm） 本 隠岐 12,700

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ４００Ａ×２０００(mm） 本 本土 8,270

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ４００Ａ×２０００(mm） 本 隠岐 11,200

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ４００Ｂ×２０００(mm） 本 本土 10,200

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ４００Ｂ×２０００(mm） 本 隠岐 14,000

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ５００Ａ×２０００(mm） 本 本土 11,100

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ５００Ａ×２０００(mm） 本 隠岐 15,200

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ５００Ｂ×２０００(mm） 本 本土 13,700

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝　車道用 Ｂ型 ３種 ５００Ｂ×２０００(mm） 本 隠岐 18,900
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１－２－１７　　道路用鉄筋コンクリート蓋
１．工事現場渡し単価とする。
２．ＪＩＳ Ａ ５３７２の単価である。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 １種　　２５０×５００(mm） 枚 本土 27-4

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 １種　　２５０×５００(mm） 枚 隠岐 *1

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 １種　　３００×５００(mm） 枚 本土 27-4

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 １種　　３００×５００(mm） 枚 隠岐 *1

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 １種　　４００×５００(mm） 枚 本土 27-4

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 １種　　４００×５００(mm） 枚 隠岐 *1

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 １種　　５００×５００(mm） 枚 本土 27-4

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 １種　　５００×５００(mm） 枚 隠岐 *1

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 ３種　　２５０×５００(mm） 枚 本土 27-4

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 ３種　　２５０×５００(mm） 枚 隠岐 *1

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 ３種　　３００×５００(mm） 枚 本土 27-4

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 ３種　　３００×５００(mm） 枚 隠岐 *1

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 ３種　　４００×５００(mm） 枚 本土 27-4

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 ３種　　４００×５００(mm） 枚 隠岐 *1

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 ３種　　５００×５００(mm） 枚 本土 27-4

道路用鉄筋コンクリート側溝蓋 ３種　　５００×５００(mm） 枚 隠岐 *1
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１－２－１８　　街きょます・集水ます蓋（建設省規格）
１．工事現場渡し単価とする。
２．２枚１組の単価・運搬換算質量である。
３．建設省土木構造物標準設計による。
４．規格は、Ａ(㎜）×（Ｗ（㎜）×枚）である。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ＧＣ－Ｂ　４００－Ｌ　６００ ５３０×（３６０×２）(mm） 組 本土 12,300

ＧＣ－Ｂ　４００－Ｌ　６００ ５３０×（３６０×２）(mm） 組 隠岐 13,000

ＧＣ－Ｂ　４００－Ｌ　８００ ５３０×（４６０×２）(mm） 組 本土 13,200

ＧＣ－Ｂ　４００－Ｌ　８００ ５３０×（４６０×２）(mm） 組 隠岐 14,100

ＧＣ－Ｂ　５００－Ｌ　５００ ６３０×（３１０×２）(mm） 組 本土 12,400

ＧＣ－Ｂ　５００－Ｌ　５００ ６３０×（３１０×２）(mm） 組 隠岐 13,100

ＧＣ－Ｂ　５００－Ｌ　８００ ６３０×（４６０×２）(mm） 組 本土 14,500

ＧＣ－Ｂ　５００－Ｌ　８００ ６３０×（４６０×２）(mm） 組 隠岐 15,600

ＧＣ－Ｂ　６００－Ｌ　８００ ７３０×（４６０×２）(mm） 組 本土 16,100

ＧＣ－Ｂ　６００－Ｌ　８００ ７３０×（４６０×２）(mm） 組 隠岐 17,400

ＧＣ－Ｂ　７００－Ｌ　７００ ８３０×（４１０×２）(mm） 組 本土 16,600

ＧＣ－Ｂ　７００－Ｌ　７００ ８３０×（４１０×２）(mm） 組 隠岐 17,900

ＧＣ－Ｂ　８００－Ｌ　８００ ９３０×（４６０×２）(mm） 組 本土 19,800

ＧＣ－Ｂ　８００－Ｌ　８００ ９３０×（４６０×２）(mm） 組 隠岐 21,400

ＧＣ－Ｂ　９００－Ｌ　９００ １０３０×（５１０×２）(mm） 組 本土 23,400

ＧＣ－Ｂ　９００－Ｌ　９００ １０３０×（５１０×２）(mm） 組 隠岐 25,400

ＧＣ－Ｂ１０００－Ｌ１０００ １１３０×（５６０×２）(mm） 組 本土 26,100

ＧＣ－Ｂ１０００－Ｌ１０００ １１３０×（５６０×２）(mm） 組 隠岐 28,500
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１－２－１９　　鉄筋コンクリート側溝蓋
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格はｂ（㎜）×L（㎜）×ｔ（㎜）である。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ１－Ｂ３００　430×500×100(mm） 枚 本土 1,540 1 歩道用

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ１－Ｂ３００　430×500×100(mm） 枚 隠岐 1,930 1 歩道用

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ１－Ｂ４００　530×500×100(mm） 枚 本土 1,880 1 歩道用

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ１－Ｂ４００　530×500×100(mm） 枚 隠岐 2,370 1 歩道用

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ１－Ｂ５００　630×500×100(mm） 枚 本土 1,910 1 歩道用

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ１－Ｂ５００　630×500×100(mm） 枚 隠岐 2,480 1 歩道用

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ１－Ｂ６００　730×500×100(mm） 枚 本土 2,170 1 歩道用

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ１－Ｂ６００　730×500×100(mm） 枚 隠岐 2,850 1 歩道用

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ１－Ｂ７００　830×500×100(mm） 枚 本土 2,430 1 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ１－Ｂ７００　830×500×100(mm） 枚 隠岐 3,200 1 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ２－Ｂ３００　430×500×110(mm） 枚 本土 1,650 1 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ２－Ｂ３００　430×500×110(mm） 枚 隠岐 2,080 1 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ２－Ｂ４００　530×500×120(mm） 枚 本土 2,130 1 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ２－Ｂ４００　530×500×120(mm） 枚 隠岐 2,710 1 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ２－Ｂ５００　630×500×130(mm） 枚 本土 2,430 1 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ２－Ｂ５００　630×500×130(mm） 枚 隠岐 3,180 1 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ３－Ｂ３００　430×500×130(mm） 枚 本土 2,040 2 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ３－Ｂ３００　430×500×130(mm） 枚 隠岐 2,550 2 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ３－Ｂ４００　530×500×130(mm） 枚 本土 2,320 2 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ３－Ｂ４００　530×500×130(mm） 枚 隠岐 2,950 2 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ３－Ｂ５００　630×500×150(mm） 枚 本土 3,000 2 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ３－Ｂ５００　630×500×150(mm） 枚 隠岐 3,880 2 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ７－Ｂ３００　430×500×100(mm） 枚 本土 1,580 2 歩道用

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ７－Ｂ３００　430×500×100(mm） 枚 隠岐 1,970 2 歩道用

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ７－Ｂ４００　530×500×100(mm） 枚 本土 1,880 2 歩道用

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ７－Ｂ４００　530×500×100(mm） 枚 隠岐 2,360 2 歩道用

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ７－Ｂ５００　630×500×120(mm） 枚 本土 2,220 2 歩道用

鉄筋コンクリート側溝蓋 Ｃ７－Ｂ５００　630×500×120(mm） 枚 隠岐 2,910 2 歩道用

１．建設省土木構造物標準設計（昭和６１年２月）による。
２．建設省土木構造物標準設計（旧版）による。
３．島根県規格による。
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１－２－１９　　鉄筋コンクリート側溝蓋
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格はｂ（㎜）×L（㎜）×ｔ（㎜）である。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鉄筋コンクリート側溝蓋 ３００Ａ　　　　410×495× 60(mm） 枚 本土 1,050 3 T-4

鉄筋コンクリート側溝蓋 ３００Ａ　　　　410×495× 60(mm） 枚 隠岐 1,260 3 T-4

鉄筋コンクリート側溝蓋 ３００Ｂ　　　　410×495×100(mm） 枚 本土 1,610 3 T-14

鉄筋コンクリート側溝蓋 ３００Ｂ　　　　410×495×100(mm） 枚 隠岐 1,970 3 T-14

鉄筋コンクリート側溝蓋 ３００Ｃ　　　　410×495×120(mm） 枚 本土 1,800 3 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 ３００Ｃ　　　　410×495×120(mm） 枚 隠岐 2,240 3 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 ４００　　　　　530×500×130(mm） 枚 本土 2,350 3 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 ４００　　　　　530×500×130(mm） 枚 隠岐 2,980 3 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 ５００　　　　　630×500×150(mm） 枚 本土 3,050 3 T-20

鉄筋コンクリート側溝蓋 ５００　　　　　630×500×150(mm） 枚 隠岐 3,930 3 T-20

１．建設省土木構造物標準設計（昭和６１年２月）による。
２．建設省土木構造物標準設計（旧版）による。
３．島根県規格による。
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１－２－２０　　鋼製蓋
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鋼製溝蓋（グレーチング・圧接型） 溝幅３００mm用・T-20（受枠付） L=1.0m 組 本土 27-4

鋼製溝蓋（グレーチング・圧接型） 溝幅３００mm用・T-20（受枠付） L=1.0m 組 隠岐 *1

鋼製溝蓋（グレーチング・圧接型） 溝幅３００mm用・T-14（受枠付） L=1.0m 組 本土 27-4

鋼製溝蓋（グレーチング・圧接型） 溝幅３００mm用・T-14（受枠付） L=1.0m 組 隠岐 *1

鋼製溝蓋（グレーチング・圧接型） 溝幅３００mm用・T- 6（受枠付） L=1.0m 組 本土 27-4

鋼製溝蓋（グレーチング・圧接型） 溝幅３００mm用・T- 6（受枠付） L=1.0m 組 隠岐 *1

鋼製溝蓋（グレーチング・圧接型） 溝幅３００mm用・T- 2（受枠付） L=1.0m 組 本土 27-4

鋼製溝蓋（グレーチング・圧接型） 溝幅３００mm用・T- 2（受枠付） L=1.0m 組 隠岐 *1

鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） Ｂ５００×Ｌ５００用･T-20(受枠付) 組 本土 27-4 １１０°開閉

鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） Ｂ５００×Ｌ５００用･T-20(受枠付) 組 隠岐 *1 １１０°開閉

鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） Ｂ５００×Ｌ６００用･T-20(受枠付) 組 本土 27-4 １１０°開閉

鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） Ｂ５００×Ｌ６００用･T-20(受枠付) 組 隠岐 *1 １１０°開閉

鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） Ｂ５００×Ｌ７００用･T-20(受枠付) 組 本土 27-4 １１０°開閉

鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） Ｂ５００×Ｌ７００用･T-20(受枠付) 組 隠岐 *1 １１０°開閉

鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） Ｂ５００×Ｌ５００用･T-14(受枠付) 組 本土 27-4 １１０°開閉

鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） Ｂ５００×Ｌ５００用･T-14(受枠付) 組 隠岐 *1 １１０°開閉

鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） Ｂ５００×Ｌ６００用･T-14(受枠付) 組 本土 27-4 １１０°開閉

鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） Ｂ５００×Ｌ６００用･T-14(受枠付) 組 隠岐 *1 １１０°開閉

鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） Ｂ５００×Ｌ７００用･T-14(受枠付) 組 本土 27-4 １１０°開閉

鋼製桝蓋（グレーチング・圧接型） Ｂ５００×Ｌ７００用･T-14(受枠付) 組 隠岐 *1 １１０°開閉
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１－２－２１　　自由勾配側溝（縦断用）
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　３００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　３００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　４００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　４００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　５００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　５００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　６００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　６００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　７００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　７００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　８００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　８００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　９００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　９００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×１０００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×１０００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×１１００　　　直 個 本土 31,000

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×１１００　　　直 個 隠岐 39,100

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　４００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　４００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　５００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　５００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　６００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　６００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　７００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　７００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　８００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　８００　　　直 個 隠岐 *1
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１－２－２１　　自由勾配側溝（縦断用）
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　９００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　９００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×１０００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×１０００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×１１００　　　直 個 本土 37,300

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×１１００　　　直 個 隠岐 46,300

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×１２００　　　直 個 本土 39,900

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×１２００　　　直 個 隠岐 49,500

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×　５００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×　５００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×　６００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×　６００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×　７００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×　７００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×　８００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×　８００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×　９００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×　９００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×１０００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×１０００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×１１００　　　直 個 本土 37,800

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×１１００　　　直 個 隠岐 47,700

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×１２００　　　直 個 本土 46,300

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×１２００　　　直 個 隠岐 56,900

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×１３００　　　直 個 本土 49,400

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×１３００　　　直 個 隠岐 60,700

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×１４００　　　直 個 本土 52,400

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ５００×１４００　　　直 個 隠岐 64,300
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１－２－２１　　自由勾配側溝（縦断用）
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×　７００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×　７００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×　８００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×　８００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×　９００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×　９００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×１０００　　　直 個 本土 27-4

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×１０００　　　直 個 隠岐 *1

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×１１００　　　直 個 本土 41,800

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×１１００　　　直 個 隠岐 52,600

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×１２００　　　直 個 本土 47,600

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×１２００　　　直 個 隠岐 59,100

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×１３００　　　直 個 本土 51,000

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×１３００　　　直 個 隠岐 63,200

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×１４００　　　直 個 本土 54,000

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×１４００　　　直 個 隠岐 66,900

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×１５００　　　直 個 本土 61,100

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ６００×１５００　　　直 個 隠岐 74,700

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　３００　隅切用 個 本土 12,000

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　３００　隅切用 個 隠岐 14,800

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　４００　隅切用 個 本土 14,100

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　４００　隅切用 個 隠岐 17,500

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　５００　隅切用 個 本土 16,100

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　５００　隅切用 個 隠岐 20,000

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　６００　隅切用 個 本土 18,100

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　６００　隅切用 個 隠岐 22,400

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　７００　隅切用 個 本土 20,400

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　７００　隅切用 個 隠岐 25,300
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１－２－２１　　自由勾配側溝（縦断用）
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　８００　隅切用 個 本土 25,700

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ３００×　８００　隅切用 個 隠岐 31,100

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　４００　隅切用 個 本土 16,800

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　４００　隅切用 個 隠岐 20,700

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　５００　隅切用 個 本土 19,000

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　５００　隅切用 個 隠岐 23,500

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　６００　隅切用 個 本土 21,200

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　６００　隅切用 個 隠岐 26,200

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　７００　隅切用 個 本土 23,500

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　７００　隅切用 個 隠岐 29,000

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　８００　隅切用 個 本土 25,700

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　８００　隅切用 個 隠岐 31,800

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　９００　隅切用 個 本土 32,000

自由勾配側溝（蓋２枚掛） Ｔ－２５   ４００×　９００　隅切用 個 隠岐 38,600

自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 ３００　車道用　４００×９５ 枚 本土 27-4

自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 ３００　車道用　４００×９５ 枚 隠岐 *1

自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 ４００　車道用　５００×１１０ 枚 本土 27-4

自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 ４００　車道用　５００×１１０ 枚 隠岐 *1

自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 ５００　車道用　６００×１２５ 枚 本土 27-4

自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 ５００　車道用　６００×１２５ 枚 隠岐 *1

自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 ６００　車道用　７００×１４０ 枚 本土 27-4

自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 ６００　車道用　７００×１４０ 枚 隠岐 *1

自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 ３００　軽荷重用　４００×９５ 枚 本土 980

自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 ３００　軽荷重用　４００×９５ 枚 隠岐 1,220

自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 ４００　軽荷重用　５００×１１０ 枚 本土 1,400

自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 ４００　軽荷重用　５００×１１０ 枚 隠岐 1,730

自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 ５００　軽荷重用　６００×１２５ 枚 本土 1,810

自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 ５００　軽荷重用　６００×１２５ 枚 隠岐 2,270
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１－２－２１　　自由勾配側溝（縦断用）
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 ６００　軽荷重用　７００×１４０ 枚 本土 2,350

自由勾配側溝用鉄筋ＣＯＮ蓋 ６００　軽荷重用　７００×１４０ 枚 隠岐 2,920

自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ－２５） ３００　車道用（騒音防止嵩上型）　１ｍ 枚 本土 12,700

自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ－２５） ３００　車道用（騒音防止嵩上型）　１ｍ 枚 隠岐 12,900

自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ－２５） ４００　車道用（騒音防止嵩上型）　１ｍ 枚 本土 16,100

自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ－２５） ４００　車道用（騒音防止嵩上型）　１ｍ 枚 隠岐 16,400

自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ－２５） ５００　車道用（騒音防止嵩上型）　１ｍ 枚 本土 21,100

自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ－２５） ５００　車道用（騒音防止嵩上型）　１ｍ 枚 隠岐 21,600

自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ－２５） ６００　車道用（騒音防止嵩上型）　１ｍ 枚 本土 32,800

自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ－２５） ６００　車道用（騒音防止嵩上型）　１ｍ 枚 隠岐 33,500

自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ－６） ３００　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　１ｍ 枚 本土 10,700

自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ－６） ３００　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　１ｍ 枚 隠岐 10,900

自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ－６） ４００　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　１ｍ 枚 本土 14,700

自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ－６） ４００　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　１ｍ 枚 隠岐 14,900

自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ－６） ５００　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　１ｍ 枚 本土 17,600

自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ－６） ５００　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　１ｍ 枚 隠岐 17,900

自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ－６） ６００　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　１ｍ 枚 本土 20,700

自由勾配側溝用グレーチング蓋（Ｔ－６） ６００　軽荷重用（騒音防止嵩上型）　１ｍ 枚 隠岐 21,100
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１－２－２２　　ボックスカルバート（ＲＣ）
１．工事現場付近道路渡し単価とする。
２．パッキン材は、製品代に含み、コーキング材は別途。縦締め用PC鋼棒、定着装置含まず。
３．荷重条件は横断荷重とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　 600×   600×  2000  0.5～3.0 個 本土 74,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　 600×   600×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 89,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　 700×   700×  2000  0.5～3.0 個 本土 83,800

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　 700×   700×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 100,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　 800×   800×  2000  0.5～3.0 個 本土 91,500

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　 800×   800×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 110,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　 900×   900×  2000  0.5～3.0 個 本土 102,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　 900×   900×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 122,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1000×   800×  2000  0.5～3.0 個 本土 100,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1000×   800×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 121,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1000×  1000×  2000  0.5～3.0 個 本土 115,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1000×  1000×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 138,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1200×  1000×  2000  0.5～3.0 個 本土 132,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1200×  1000×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 157,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1200×  1200×  2000  0.5～3.0 個 本土 142,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1200×  1200×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 169,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1300×  1300×  2000  0.5～3.0 個 本土 154,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1300×  1300×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 184,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1400×  1400×  2000  0.5～3.0 個 本土 183,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1400×  1400×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 217,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1500×  1000×  2000  0.5～3.0 個 本土 173,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1500×  1000×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 206,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1500×  1200×  2000  0.5～3.0 個 本土 188,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1500×  1200×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 223,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1500×  1500×  2000  0.5～3.0 個 本土 203,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1500×  1500×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 241,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1800×  1500×  2000  0.5～3.0 個 本土 232,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1800×  1500×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 277,000

66



１－２－２２　　ボックスカルバート（ＲＣ）
１．工事現場付近道路渡し単価とする。
２．パッキン材は、製品代に含み、コーキング材は別途。縦締め用PC鋼棒、定着装置含まず。
３．荷重条件は横断荷重とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1800×  1800×  2000  0.5～3.0 個 本土 251,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　1800×  1800×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 299,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2000×  1500×  2000  0.5～3.0 個 本土 256,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2000×  1500×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 308,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2000×  1800×  2000  0.5～3.0 個 本土 276,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2000×  1800×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 331,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2000×  2000×  2000  0.5～3.0 個 本土 298,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2000×  2000×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 356,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2200×  1800×  1500  0.5～3.0 個 本土 251,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2200×  1800×  1500  0.5～3.0 個 隠岐 300,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2200×  2200×  1500  0.5～3.0 個 本土 273,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2200×  2200×  1500  0.5～3.0 個 隠岐 326,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2300×  2000×  1500  0.5～3.0 個 本土 269,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2300×  2000×  1500  0.5～3.0 個 隠岐 321,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2300×  2300×  1500  0.5～3.0 個 本土 285,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2300×  2300×  1500  0.5～3.0 個 隠岐 340,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2400×  2000×  1500  0.5～3.0 個 本土 295,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2400×  2000×  1500  0.5～3.0 個 隠岐 351,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2400×  2400×  1500  0.5～3.0 個 本土 304,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2400×  2400×  1500  0.5～3.0 個 隠岐 364,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2500×  1500×  1500  0.5～3.0 個 本土 254,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2500×  1500×  1500  0.5～3.0 個 隠岐 309,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2500×  2000×  1500  0.5～3.0 個 本土 285,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2500×  2000×  1500  0.5～3.0 個 隠岐 345,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2500×  2500×  1500  0.5～3.0 個 本土 349,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2500×  2500×  1500  0.5～3.0 個 隠岐 415,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2800×  2000×  1000  0.5～3.0 個 本土 210,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2800×  2000×  1000  0.5～3.0 個 隠岐 257,000
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１－２－２２　　ボックスカルバート（ＲＣ）
１．工事現場付近道路渡し単価とする。
２．パッキン材は、製品代に含み、コーキング材は別途。縦締め用PC鋼棒、定着装置含まず。
３．荷重条件は横断荷重とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2800×  2500×  1000  0.5～3.0 個 本土 239,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　2800×  2500×  1000  0.5～3.0 個 隠岐 290,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　3000×  1500×  1000  0.5～3.0 個 本土 240,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　3000×  1500×  1000  0.5～3.0 個 隠岐 290,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　3000×  2000×  1000  0.5～3.0 個 本土 254,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　3000×  2000×  1000  0.5～3.0 個 隠岐 309,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　3000×  2500×  1000  0.5～3.0 個 本土 275,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　3000×  2500×  1000  0.5～3.0 個 隠岐 334,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　3000×  3000×  1000  0.5～3.0 個 本土 332,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　3000×  3000×  1000  0.5～3.0 個 隠岐 396,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　3500×  2000×  1000  0.5～3.0 個 本土 353,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　3500×  2000×  1000  0.5～3.0 個 隠岐 421,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　3500×  2500×  1000  0.5～3.0 個 本土 378,000

ＲＣボックスカルバ－ト T-25　3500×  2500×  1000  0.5～3.0 個 隠岐 451,000
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１－２－２３　　ボックスカルバート（ＰＣ）
１．工事現場付近道路渡し単価とする。
２．パッキン材は、製品代に含み、コーキング材は別途。縦締め用PC鋼棒、定着装置含まず。
３．荷重条件は横断荷重とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1000×   800×  2000  0.5～3.0 個 本土 100,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1000×   800×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 120,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1000×  1000×  2000  0.5～3.0 個 本土 115,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1000×  1000×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 137,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1000×  1500×  2000  0.5～3.0 個 本土 140,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1000×  1500×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 167,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1200×  1000×  2000  0.5～3.0 個 本土 132,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1200×  1000×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 156,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1200×  1200×  2000  0.5～3.0 個 本土 142,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1200×  1200×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 168,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1200×  1500×  2000  0.5～3.0 個 本土 159,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1200×  1500×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 188,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1300×  1300×  2000  0.5～3.0 個 本土 154,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1300×  1300×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 182,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1400×  1400×  2000  0.5～3.0 個 本土 183,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1400×  1400×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 219,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1500×  1000×  2000  0.5～3.0 個 本土 173,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1500×  1000×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 206,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1500×  1200×  2000  0.5～3.0 個 本土 188,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1500×  1200×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 223,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1500×  1500×  2000  0.5～3.0 個 本土 203,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1500×  1500×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 241,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1800×  1500×  2000  0.5～3.0 個 本土 232,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1800×  1500×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 274,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1800×  1800×  2000  0.5～3.0 個 本土 251,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　1800×  1800×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 296,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2000×  1500×  2000  0.5～3.0 個 本土 256,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2000×  1500×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 300,000
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１－２－２３　　ボックスカルバート（ＰＣ）
１．工事現場付近道路渡し単価とする。
２．パッキン材は、製品代に含み、コーキング材は別途。縦締め用PC鋼棒、定着装置含まず。
３．荷重条件は横断荷重とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2000×  1800×  2000  0.5～3.0 個 本土 276,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2000×  1800×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 323,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2000×  2000×  2000  0.5～3.0 個 本土 298,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2000×  2000×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 348,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2200×  2200×  2000  0.5～3.0 個 本土 364,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2200×  2200×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 429,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2300×  2000×  2000  0.5～3.0 個 本土 358,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2300×  2000×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 422,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2300×  2300×  2000  0.5～3.0 個 本土 380,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2300×  2300×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 448,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2400×  2000×  2000  0.5～3.0 個 本土 393,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2400×  2000×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 458,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2400×  2400×  2000  0.5～3.0 個 本土 405,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2400×  2400×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 476,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2500×  1500×  2000  0.5～3.0 個 本土 339,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2500×  1500×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 399,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2500×  1800×  2000  0.5～3.0 個 本土 363,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2500×  1800×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 427,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2500×  2000×  2000  0.5～3.0 個 本土 380,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2500×  2000×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 447,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2500×  2500×  2000  0.5～3.0 個 本土 465,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　2500×  2500×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 547,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　3000×  2000×  2000  0.5～3.0 個 本土 566,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　3000×  2000×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 662,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　3000×  2500×  2000  0.5～3.0 個 本土 612,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　3000×  2500×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 716,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　3000×  3000×  2000  0.5～3.0 個 本土 739,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　3000×  3000×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 863,000
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１－２－２３　　ボックスカルバート（ＰＣ）
１．工事現場付近道路渡し単価とする。
２．パッキン材は、製品代に含み、コーキング材は別途。縦締め用PC鋼棒、定着装置含まず。
３．荷重条件は横断荷重とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　3500×  2000×  2000  0.5～3.0 個 本土 784,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　3500×  2000×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 918,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　3500×  2500×  2000  0.5～3.0 個 本土 838,000

ＰＣボックスカルバ－ト T-25　3500×  2500×  2000  0.5～3.0 個 隠岐 981,000
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１－２－２４　　鉄筋コンクリートベンチフリューム
１．工事現場渡し単価とする。
２．Ⅱ形はソケット付である。
３．規格はa（㎜）×ｈ（㎜）×L（㎜）である。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ２００×ｈ１５０×L１０００（mm） 本 本土 1,890

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ２００×ｈ１５０×L１０００（mm） 本 隠岐 2,260

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ２５０×ｈ１７５×L１０００（mm） 本 本土 2,090

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ２５０×ｈ１７５×L１０００（mm） 本 隠岐 2,520

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ３００×ｈ２００×L１０００（mm） 本 本土 2,380

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ３００×ｈ２００×L１０００（mm） 本 隠岐 2,960

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ３５０×ｈ２３５×L１０００（mm） 本 本土 2,800

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ３５０×ｈ２３５×L１０００（mm） 本 隠岐 3,490

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ４００×ｈ２６０×L１０００（mm） 本 本土 3,310

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ４００×ｈ２６０×L１０００（mm） 本 隠岐 4,190

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ４５０×ｈ２９５×L１０００（mm） 本 本土 3,610

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ４５０×ｈ２９５×L１０００（mm） 本 隠岐 4,580

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ２００×ｈ１５０×L２０００（mm） 本 本土 2,680

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ２００×ｈ１５０×L２０００（mm） 本 隠岐 3,390

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ２５０×ｈ１７５×L２０００（mm） 本 本土 3,000

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ２５０×ｈ１７５×L２０００（mm） 本 隠岐 3,800

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ３００×ｈ２００×L２０００（mm） 本 本土 3,610

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ３００×ｈ２００×L２０００（mm） 本 隠岐 4,600

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ３５０×ｈ２３５×L２０００（mm） 本 本土 4,840

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ３５０×ｈ２３５×L２０００（mm） 本 隠岐 6,190

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ４００×ｈ２６０×L２０００（mm） 本 本土 6,040

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ４００×ｈ２６０×L２０００（mm） 本 隠岐 7,720

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ４５０×ｈ２９５×L２０００（mm） 本 本土 6,740

ベンチフリューム　Ⅱ形 ａ４５０×ｈ２９５×L２０００（mm） 本 隠岐 8,610
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１－２－２５　　鉄筋コンクリートフリューム
１．工事現場渡し単価とする。
２．ＪＩＳ Ａ ５３７２の単価である。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

パット 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径１５０mm用 個 本土 140

パット 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径１５０mm用 個 隠岐 140

受台 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径２００mm用 個 本土 －

受台 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径２００mm用 個 隠岐 －

分水溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ  径２００mm用 L＝1.0m 個 本土 2,970

分水溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ  径２００mm用 L＝1.0m 個 隠岐 3,330

パット 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径２００mm用 個 本土 170

パット 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径２００mm用 個 隠岐 170

受台 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径２５０mm用 個 本土 －

受台 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径２５０mm用 個 隠岐 －

分水溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ  径２５０mm用 L＝1.0m 個 本土 3,360

分水溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ  径２５０mm用 L＝1.0m 個 隠岐 3,820

パット 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径２５０mm用 個 本土 200

パット 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径２５０mm用 個 隠岐 200

受台 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径３００mm用 個 本土 －

受台 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径３００mm用 個 隠岐 －

分水溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ  径３００mm用 L＝1.0m 個 本土 3,950

分水溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ  径３００mm用 L＝1.0m 個 隠岐 4,510

パット 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径３００mm用 個 本土 360

パット 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径３００mm用 個 隠岐 360

受台 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径３５０mm用 個 本土 －

受台 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径３５０mm用 個 隠岐 －

分水溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ  径３５０mm用 L＝1.0m 個 本土 5,250

分水溝 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ  径３５０mm用 L＝1.0m 個 隠岐 5,970

パット 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径３５０mm用 個 本土 390

パット 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾘｭｰﾑ　径３５０mm用 個 隠岐 390

鉄筋コンクリートフリューム 径４００mm・長１．９９５m 本 本土 5,800

鉄筋コンクリートフリューム 径４００mm・長１．９９５m 本 隠岐 7,370
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１－２－２５　　鉄筋コンクリートフリューム
１．工事現場渡し単価とする。
２．ＪＩＳ Ａ ５３７２の単価である。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鉄筋コンクリートフリューム 径４５０mm・長１．９９５m 本 本土 7,380

鉄筋コンクリートフリューム 径４５０mm・長１．９９５m 本 隠岐 9,420

鉄筋コンクリートフリューム 径５００mm・長１．９９５m 本 本土 9,500

鉄筋コンクリートフリューム 径５００mm・長１．９９５m 本 隠岐 12,100

鉄筋コンクリートフリューム 径６００mm・長１．９９５m 本 本土 13,100

鉄筋コンクリートフリューム 径６００mm・長１．９９５m 本 隠岐 16,600

受台 径４００mm用 個 本土 －

受台 径４００mm用 個 隠岐 －

受台 径４５０mm用 個 本土 －

受台 径４５０mm用 個 隠岐 －
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１－２－２６　　インターロッキングブロック
１．工事現場渡し単価とする。
２．特に、メーカーが指定するオリジナル製品を除き、形状は問わない。
３．色は、標準色ー赤・黄・緑・白・グレー・黒の６色。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

インタ－ロッキングブロック 標準品　厚６cm m2 本土 27-4

インタ－ロッキングブロック 標準品　厚６cm m2 隠岐 *1

インタ－ロッキングブロック 標準品　厚８cm m2 本土 27-4

インタ－ロッキングブロック 標準品　厚８cm m2 隠岐 *1

インタ－ロッキングブロック 標準品　厚３～６cm　・キャブ上部 m2 本土 27-4

インタ－ロッキングブロック 標準品　厚３～６cm　・キャブ上部 m2 隠岐 *1

インタ－ロッキングブロック 視覚障害者用　厚６cm m2 本土 7,080

インタ－ロッキングブロック 視覚障害者用　厚６cm m2 隠岐 7,920

インタ－ロッキングブロック 視覚障害者用　厚８cm m2 本土 7,300

インタ－ロッキングブロック 視覚障害者用　厚８cm m2 隠岐 8,410

インタ－ロッキングブロック 透水性　厚６cm m2 本土 27-4

インタ－ロッキングブロック 透水性　厚６cm m2 隠岐 *1

インタ－ロッキングブロック 透水性　厚８cm m2 本土 27-4

インタ－ロッキングブロック 透水性　厚８cm m2 隠岐 *1

75



１－２－２７　　用地境界柱・用地境界鋲

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

用地境界杭設置 島根県型（岩盤用） 本 本土 11,510 2

用地境界杭設置 島根県型（岩盤用） 本 隠岐 11,660 2

用地境界杭設置 島根県型（土中用：根架有り） 本 本土 12,190 2

用地境界杭設置 島根県型（土中用：根架有り） 本 隠岐 12,430 2

用地境界杭設置 国交省型（Ｌ＝１．０ｍ） 本 本土 12,070 2

用地境界杭設置 国交省型（Ｌ＝１．０ｍ） 本 隠岐 12,310 2

用地境界杭設置 国交省型（Ｌ＝１．２ｍ） 本 本土 12,440 2

用地境界杭設置 国交省型（Ｌ＝１．２ｍ） 本 隠岐 12,740 2

用地境界鋲設置 島根県型 本 本土 10,240 2

用地境界鋲設置 島根県型 本 隠岐 10,240 2

用地境界鋲設置 国交省型 本 本土 9,605 2

用地境界鋲設置 国交省型 本 隠岐 9,605 2

用地境界柱　　島根県型 ＫⅠ　１２０×１２０×６００ 本 本土 1,200 1

用地境界柱　　島根県型 ＫⅠ　１２０×１２０×６００ 本 隠岐 1,350 1

用地境界柱　　島根県型 ＫⅡ　１２０×１２０×９００ 本 本土 27-4 1

用地境界柱　　島根県型 ＫⅡ　１２０×１２０×９００ 本 隠岐 *1 1

根　　　架　　島根県型 ６０×６０×３００　ボールト付 本 本土 360 1

根　　　架　　島根県型 ６０×６０×３００　ボールト付 本 隠岐 382 1

用地境界柱　　国土交通省型 １２０×１２０×１０００ 本 本土 1,760 1

用地境界柱　　国土交通省型 １２０×１２０×１０００ 本 隠岐 2,000 1

用地境界柱　　国土交通省型 １２０×１２０×１２００ 本 本土 2,130 1

用地境界柱　　国土交通省型 １２０×１２０×１２００ 本 隠岐 2,430 1

用地境界鋲　　島根県型 ５０×５０　黄銅製 個 統一 1,600 1

用地境界鋲    国土交通省型 ７０×１００  アルミ合金製 個 統一 960 1

１．工事現場渡し単価
２．設置後の座標管理作業を含む材、工込の設置単価である。
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１－２－２８　　コンクリート境界ブロック
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

歩車道境界ブロック(JIS A 5371) Ｂ種　　　ａ180×ｂ205×ｈ250×L600 個 本土 27-4 片面Ｒ型

歩車道境界ブロック(JIS A 5371) Ｂ種　　　ａ180×ｂ205×ｈ250×L600 個 隠岐 *1 片面Ｒ型

歩車道境界ブロック(JIS A 5371) Ｃ種　　　ａ180×ｂ210×ｈ300×L600 個 本土 27-4 片面Ｒ型

歩車道境界ブロック(JIS A 5371) Ｃ種　　　ａ180×ｂ210×ｈ300×L600 個 隠岐 *1 片面Ｒ型

歩車道境界ブロック(JIS A 5371) ＲＢ　　　（曲線型） 個 本土 27-4 片面Ｒ型

歩車道境界ブロック(JIS A 5371) ＲＢ　　　（曲線型） 個 隠岐 *1 片面Ｒ型

歩車道境界ブロック(JIS A 5371) ＲＣ　　　（曲線型） 個 本土 27-4 片面Ｒ型

歩車道境界ブロック(JIS A 5371) ＲＣ　　　（曲線型） 個 隠岐 *1 片面Ｒ型

歩車道境界ブロック（標準設計） Ｂ種　　　ａ180×ｂ230×ｈ250×L600 個 本土 1,360 両面Ｒ型

歩車道境界ブロック（標準設計） Ｂ種　　　ａ180×ｂ230×ｈ250×L600 個 隠岐 1,900 両面Ｒ型

歩車道境界ブロック（標準設計） Ｃ種　　　ａ180×ｂ240×ｈ300×L600 個 本土 1,460 両面Ｒ型

歩車道境界ブロック（標準設計） Ｃ種　　　ａ180×ｂ240×ｈ300×L600 個 隠岐 2,120 両面Ｒ型

歩車道境界ブロック（標準設計） ＲＢ　　　（曲線型） 個 本土 1,770 両面Ｒ型

歩車道境界ブロック（標準設計） ＲＢ　　　（曲線型） 個 隠岐 2,310 両面Ｒ型

歩車道境界ブロック（標準設計） ＲＣ　　　（曲線型） 個 本土 1,900 両面Ｒ型

歩車道境界ブロック（標準設計） ＲＣ　　　（曲線型） 個 隠岐 2,560 両面Ｒ型

地先境界ブロック　(JIS A 5371) Ａ種　　　ａ120×ｂ120×ｈ120×L600 個 本土 27-4

地先境界ブロック　(JIS A 5371) Ａ種　　　ａ120×ｂ120×ｈ120×L600 個 隠岐 *1

地先境界ブロック　(JIS A 5371) Ｂ種　　　ａ150×ｂ150×ｈ120×L600 個 本土 27-4

地先境界ブロック　(JIS A 5371) Ｂ種　　　ａ150×ｂ150×ｈ120×L600 個 隠岐 *1

地先境界ブロック　(JIS A 5371) Ｃ種　　　ａ150×ｂ150×ｈ150×L600 個 本土 27-4

地先境界ブロック　(JIS A 5371) Ｃ種　　　ａ150×ｂ150×ｈ150×L600 個 隠岐 *1
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１－２－２９　　コンクリートＬ形及び鉄筋コンクリートＬ形
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コンクリートＬ形　Ｃ２５０Ａ ３５０×１７５×６００　直線物 個 本土 1,090

コンクリートＬ形　Ｃ２５０Ａ ３５０×１７５×６００　直線物 個 隠岐 1,500

コンクリートＬ形　Ｃ２５０Ｂ ４５０×１７５×６００　直線物 個 本土 27-4

コンクリートＬ形　Ｃ２５０Ｂ ４５０×１７５×６００　直線物 個 隠岐 *1

コンクリートＬ形　Ｃ２５０Ａ ３５０×１７５×６００　曲線物 個 本土 1,420

コンクリートＬ形　Ｃ２５０Ａ ３５０×１７５×６００　曲線物 個 隠岐 1,840

コンクリートＬ形　Ｃ２５０Ｂ ４５０×１７５×６００　曲線物 個 本土 1,800

コンクリートＬ形　Ｃ２５０Ｂ ４５０×１７５×６００　曲線物 個 隠岐 2,320

鉄筋コンクリートＬ形ＲＣ250Ａ ３５０×１５５×６００　直線物 個 本土 1,050

鉄筋コンクリートＬ形ＲＣ250Ａ ３５０×１５５×６００　直線物 個 隠岐 1,390

鉄筋コンクリートＬ形ＲＣ250Ｂ ４５０×１５５×６００　直線物 個 本土 27-4

鉄筋コンクリートＬ形ＲＣ250Ｂ ４５０×１５５×６００　直線物 個 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＬ形ＲＣ300 ５００×１５５×６００　直線物 個 本土 27-4

鉄筋コンクリートＬ形ＲＣ300 ５００×１５５×６００　直線物 個 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＬ形ＲＣ350 ５５０×１５５×６００　直線物 個 本土 27-4

鉄筋コンクリートＬ形ＲＣ350 ５５０×１５５×６００　直線物 個 隠岐 *1

鉄筋コンクリートＬ形ＲＣ250Ａ ３５０×１５５×６００　曲線物 個 本土 1,370

鉄筋コンクリートＬ形ＲＣ250Ａ ３５０×１５５×６００　曲線物 個 隠岐 1,730

鉄筋コンクリートＬ形ＲＣ250Ｂ ４５０×１５５×６００　曲線物 個 本土 1,510

鉄筋コンクリートＬ形ＲＣ250Ｂ ４５０×１５５×６００　曲線物 個 隠岐 1,960

鉄筋コンクリートＬ形ＲＣ300 ５００×１５５×６００　曲線物 個 本土 1,710

鉄筋コンクリートＬ形ＲＣ300 ５００×１５５×６００　曲線物 個 隠岐 2,220

鉄筋コンクリートＬ形ＲＣ350 ５５０×１５５×６００　曲線物 個 本土 2,000

鉄筋コンクリートＬ形ＲＣ350 ５５０×１５５×６００　曲線物 個 隠岐 2,560

鍬止ブロック　　１　号　型 ５００×３５０×　６００・７０（mm） ケ 本土 1,980

鍬止ブロック　　１　号　型 ５００×３５０×　６００・７０（mm） ケ 隠岐 2,530

鍬止ブロック　　１号改良型 ５００×３５０×２０００・７０（mm） ケ 本土 6,680

鍬止ブロック　　１号改良型 ５００×３５０×２０００・７０（mm） ケ 隠岐 8,570

78



１－２－３０　　Ｌ型プレキャスト擁壁
１．工事現場付近道路渡し単価とする。
２．宅地造成等規制法に基づく建設大臣認定のない擁壁である。
４．規格はＨ（㎜）×Ｌ（㎜）である。
５．（参考商品）ミルウォ－ル、エコンウォ－ル、ノ－マルクリフ、ＨSウォ－ル、ＭＴウォ－ル

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １３００×２０００ 個 本土 29,700

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １３００×２０００ 個 隠岐 37,300

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ６００×２０００ 個 本土 12,600

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ６００×２０００ 個 隠岐 15,200

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ７００×２０００ 個 本土 13,800

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ７００×２０００ 個 隠岐 16,700

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ７５０×２０００ 個 本土 14,400

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ７５０×２０００ 個 隠岐 18,000

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ８００×２０００ 個 本土 16,300

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ８００×２０００ 個 隠岐 19,600

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ９００×２０００ 個 本土 18,100

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ９００×２０００ 個 隠岐 22,700

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １０００×２０００ 個 本土 18,800

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １０００×２０００ 個 隠岐 23,900

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １１００×２０００ 個 本土 24,700

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １１００×２０００ 個 隠岐 30,600

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １２００×２０００ 個 本土 26,000

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １２００×２０００ 個 隠岐 32,300

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １２５０×２０００ 個 本土 26,700

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １２５０×２０００ 個 隠岐 33,300

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １４００×２０００ 個 本土 31,500

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １４００×２０００ 個 隠岐 39,900

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １５００×２０００ 個 本土 32,600

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １５００×２０００ 個 隠岐 41,500

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １６００×２０００ 個 本土 42,300

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １６００×２０００ 個 隠岐 53,400

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １７００×２０００ 個 本土 44,100

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １７００×２０００ 個 隠岐 55,600
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１－２－３０　　Ｌ型プレキャスト擁壁
１．工事現場付近道路渡し単価とする。
２．宅地造成等規制法に基づく建設大臣認定のない擁壁である。
４．規格はＨ（㎜）×Ｌ（㎜）である。
５．（参考商品）ミルウォ－ル、エコンウォ－ル、ノ－マルクリフ、ＨSウォ－ル、ＭＴウォ－ル

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １７５０×２０００ 個 本土 44,500

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １７５０×２０００ 個 隠岐 56,300

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １８００×２０００ 個 本土 48,600

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １８００×２０００ 個 隠岐 61,100

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １９００×２０００ 個 本土 50,000

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 １９００×２０００ 個 隠岐 63,000

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２０００×２０００ 個 本土 51,200

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２０００×２０００ 個 隠岐 64,600

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２１００×２０００ 個 本土 64,900

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２１００×２０００ 個 隠岐 82,000

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２２００×２０００ 個 本土 68,600

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２２００×２０００ 個 隠岐 86,200

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２２５０×２０００ 個 本土 69,800

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２２５０×２０００ 個 隠岐 87,600

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２３００×２０００ 個 本土 73,800

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２３００×２０００ 個 隠岐 91,900

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２４００×２０００ 個 本土 75,500

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２４００×２０００ 個 隠岐 94,600

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２５００×２０００ 個 本土 76,900

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２５００×２０００ 個 隠岐 96,500

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２６００×２０００ 個 本土 92,000

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２６００×２０００ 個 隠岐 115,000

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２７００×２０００ 個 本土 94,500

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２７００×２０００ 個 隠岐 118,000

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２７５０×２０００ 個 本土 96,000

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２７５０×２０００ 個 隠岐 120,000

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２８００×２０００ 個 本土 101,000

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２８００×２０００ 個 隠岐 125,000
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１－２－３０　　Ｌ型プレキャスト擁壁
１．工事現場付近道路渡し単価とする。
２．宅地造成等規制法に基づく建設大臣認定のない擁壁である。
４．規格はＨ（㎜）×Ｌ（㎜）である。
５．（参考商品）ミルウォ－ル、エコンウォ－ル、ノ－マルクリフ、ＨSウォ－ル、ＭＴウォ－ル

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２９００×２０００ 個 本土 102,000

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ２９００×２０００ 個 隠岐 127,000

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ３０００×２０００ 個 本土 104,000

Ｌ型擁壁　Ⅰ種 ３０００×２０００ 個 隠岐 130,000
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１－２－３１　　コンクリートブロック
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 松江１ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 松江２ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 広瀬１ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 広瀬２ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 雲南１ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 雲南２ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 雲南３ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 仁多 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 出雲１ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 出雲２ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 出雲３ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 大田 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 県央１ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 県央２ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 浜田１ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 浜田２ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 浜田３ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 益田１ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 益田２ 4,800

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 益田３ 4,900

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 津和野１ 4,800

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 津和野２ 4,900

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 津和野３ 4,900

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 隠岐１ 7,430

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 隠岐２ 7,430

積ブロック (JIS A 5371) 滑面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 隠岐３ 7,430

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 松江１ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 松江２ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 広瀬１ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 広瀬２ 4,700

82



１－２－３１　　コンクリートブロック
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 雲南１ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 雲南２ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 雲南３ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 仁多 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 出雲１ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 出雲２ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 出雲３ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 大田 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 県央１ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 県央２ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 浜田１ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 浜田２ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 浜田３ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 益田１ 4,700

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 益田２ 4,800

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 益田３ 4,900

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 津和野１ 4,800

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 津和野２ 4,900

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 津和野３ 4,900

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 隠岐１ 7,430

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 隠岐２ 7,430

積ブロック (JIS A 5371) 粗面タイプ(A-2種)（350kg／m2以上） m2 隠岐３ 7,430

平張ブロック m2 松江１ 3,900

平張ブロック m2 松江２ 3,900

平張ブロック m2 広瀬１ 3,900

平張ブロック m2 広瀬２ 3,900

平張ブロック m2 雲南１ 3,900

平張ブロック m2 雲南２ 3,900

83



１－２－３１　　コンクリートブロック
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

平張ブロック m2 雲南３ 3,900

平張ブロック m2 仁多 3,900

平張ブロック m2 出雲１ 3,900

平張ブロック m2 出雲２ 3,900

平張ブロック m2 出雲３ 3,900

平張ブロック m2 大田 3,900

平張ブロック m2 県央１ 3,900

平張ブロック m2 県央２ 3,900

平張ブロック m2 浜田１ 3,900

平張ブロック m2 浜田２ 3,900

平張ブロック m2 浜田３ 3,900

平張ブロック m2 益田１ 3,900

平張ブロック m2 益田２ 3,900

平張ブロック m2 益田３ 3,900

平張ブロック m2 津和野１ 3,900

平張ブロック m2 津和野２ 3,900

平張ブロック m2 津和野３ 3,900

平張ブロック m2 隠岐１ 5,670

平張ブロック m2 隠岐２ 5,670

平張ブロック m2 隠岐３ 5,670

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 松江１ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 松江２ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 広瀬１ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 広瀬２ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 雲南１ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 雲南２ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 雲南３ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 仁多 17
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１－２－３１　　コンクリートブロック
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 出雲１ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 出雲２ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 出雲３ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 大田 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 県央１ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 県央２ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 浜田１ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 浜田２ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 浜田３ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 益田１ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 益田２ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 益田３ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 津和野１ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 津和野２ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 津和野３ 17

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 隠岐１ 24

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 隠岐２ 24

連節ブロック 230kg／m2以上  ｔ＝12cm以上 kg 隠岐３ 24

魚巣ブロック kg 松江１ 25

魚巣ブロック kg 松江２ 25

魚巣ブロック kg 広瀬１ 25

魚巣ブロック kg 広瀬２ 25

魚巣ブロック kg 雲南１ 25

魚巣ブロック kg 雲南２ 25

魚巣ブロック kg 雲南３ 25

魚巣ブロック kg 仁多 25

魚巣ブロック kg 出雲１ 25

魚巣ブロック kg 出雲２ 25
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１－２－３１　　コンクリートブロック
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

魚巣ブロック kg 出雲３ 25

魚巣ブロック kg 大田 25

魚巣ブロック kg 県央１ 25

魚巣ブロック kg 県央２ 25

魚巣ブロック kg 浜田１ 25

魚巣ブロック kg 浜田２ 25

魚巣ブロック kg 浜田３ 25

魚巣ブロック kg 益田１ 25

魚巣ブロック kg 益田２ 25

魚巣ブロック kg 益田３ 25

魚巣ブロック kg 津和野１ 25

魚巣ブロック kg 津和野２ 25

魚巣ブロック kg 津和野３ 25

魚巣ブロック kg 隠岐１ 32

魚巣ブロック kg 隠岐２ 32

魚巣ブロック kg 隠岐３ 32
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１－２－３２　　植樹帯根囲ブロック
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格はＴ（㎜）×Ｈ（㎜）×Ｌ（㎜）である。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ブロック　１２０－Ａ　直 １２０　×１５０　×９００(mm) 本 本土 1,180

ブロック　１２０－Ａ　直 １２０　×１５０　×９００(mm) 本 隠岐 1,460

ブロック　１２０－Ｂ　直 １２０　×１５０　×６００(mm) 本 本土 760

ブロック　１２０－Ｂ　直 １２０　×１５０　×６００(mm) 本 隠岐 940

ブロック　１２０－Ｃ　直 １２０　×１５０　×９００(mm) 本 本土 －

ブロック　１２０－Ｃ　直 １２０　×１５０　×９００(mm) 本 隠岐 －

ブロック　１２０－Ｃ　直 １２０　×１５０　×６００(mm) 本 本土 －

ブロック　１２０－Ｃ　直 １２０　×１５０　×６００(mm) 本 隠岐 －

ブロック　１５０－Ａ　直 １５０　×１５０　×９００(mm) 本 本土 1,470

ブロック　１５０－Ａ　直 １５０　×１５０　×９００(mm) 本 隠岐 1,830

ブロック　１５０－Ｂ　直 １５０　×１５０　×６００(mm) 本 本土 1,010

ブロック　１５０－Ｂ　直 １５０　×１５０　×６００(mm) 本 隠岐 1,250

ブロック　１５０－Ｃ　直 １５０　×１５０　×９００(mm) 本 本土 －

ブロック　１５０－Ｃ　直 １５０　×１５０　×９００(mm) 本 隠岐 －

ブロック　１５０－Ｃ　直 １５０　×１５０　×６００(mm) 本 本土 －

ブロック　１５０－Ｃ　直 １５０　×１５０　×６００(mm) 本 隠岐 －

ブロック　１２０－Ａ　曲り １２０　×１５０　×３００(mm) 本 本土 510

ブロック　１２０－Ａ　曲り １２０　×１５０　×３００(mm) 本 隠岐 640

ブロック　１２０－Ｂ　曲り １２０　×１５０　×３００(mm) 本 本土 －

ブロック　１２０－Ｂ　曲り １２０　×１５０　×３００(mm) 本 隠岐 －

ブロック　１２０－Ｃ　曲り １２０　×１５０　×３００(mm) 本 本土 －

ブロック　１２０－Ｃ　曲り １２０　×１５０　×３００(mm) 本 隠岐 －

ブロック　１５０－Ａ　曲り １５０　×１５０　×３００(mm) 本 本土 550

ブロック　１５０－Ａ　曲り １５０　×１５０　×３００(mm) 本 隠岐 690

ブロック　１５０－Ｂ　曲り １５０　×１５０　×３００(mm) 本 本土 550

ブロック　１５０－Ｂ　曲り １５０　×１５０　×３００(mm) 本 隠岐 690

ブロック　１５０－Ｃ　曲り １５０　×１５０　×３００(mm) 本 本土 －

ブロック　１５０－Ｃ　曲り １５０　×１５０　×３００(mm) 本 隠岐 －
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１－２－３３　　硬質塩化ビニル管
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

硬質塩化ビニル管　（水道管） ＶＰ　　φ２０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（水道管） ＶＰ　　φ２０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（水道管） ＶＰ　　φ２５mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（水道管） ＶＰ　　φ２５mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（水道管） ＶＰ　　φ３０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（水道管） ＶＰ　　φ３０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（水道管） ＶＰ　　φ４０mm　Ｌ＝５．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（水道管） ＶＰ　　φ４０mm　Ｌ＝５．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（水道管） ＶＰ　　φ５０mm　Ｌ＝５．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（水道管） ＶＰ　　φ５０mm　Ｌ＝５．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（水道管） ＶＰ　　φ７５mm　Ｌ＝５．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（水道管） ＶＰ　　φ７５mm　Ｌ＝５．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（水道管） ＶＰ　φ１００mm　Ｌ＝５．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（水道管） ＶＰ　φ１００mm　Ｌ＝５．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（水道管） ＶＰ　φ１５０mm　Ｌ＝５．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（水道管） ＶＰ　φ１５０mm　Ｌ＝５．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　　φ４０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　　φ４０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　　φ５０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　　φ５０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　　φ６５mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　　φ６５mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　　φ７５mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　　φ７５mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　φ１００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　φ１００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　φ１２５mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　φ１２５mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1
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１－２－３３　　硬質塩化ビニル管
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　φ１５０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　φ１５０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　φ２００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　φ２００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　φ２５０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　φ２５０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　φ３００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（一般管） ＶＰ　φ３００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　　φ４０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　　φ４０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　　φ５０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　　φ５０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　　φ６５mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　　φ６５mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　　φ７５mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　　φ７５mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ１００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ１００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ１２５mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ１２５mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ１５０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ１５０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ２００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ２００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ２５０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ２５０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ３００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ３００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1
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１－２－３３　　硬質塩化ビニル管
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ３５０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ３５０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ４００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ４００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ４５０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ４５０mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ５００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ５００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ６００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 本土 27-4

硬質塩化ビニル管　（薄肉管） ＶＵ　φ６００mm　Ｌ＝４．００ｍ 本 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 ソケットＡ型　φ１３mm 個 統一 27-4

硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 ソケットＡ型　φ４０mm 個 統一 27-4

硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 ソケットＡ型　φ５０mm 個 統一 27-4

硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 ソケットＡ型　φ６５mm 個 統一 27-4

硬質塩化ビニル管　ＴＳ継手 ソケットＡ型　φ７５mm 個 統一 27-4

硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 ９０°エルボ　φ６５mm 個 統一 27-4

硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 ソケット　　φ６５mm 個 統一 27-4

硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 ソケット　φ１００mm 個 統一 27-4

硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 ソケット　φ１５０mm 個 統一 27-4

硬質塩化ビニル管　ＤＶ継手 キャップ　　φ６５mm 個 統一 133
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１－２－３４　　コルゲートパイプ
１．工事現場附近道路渡し単価とする。
２．ＪＩＳ Ｇ ３４７１の単価である。
３．本単価は、円型Ⅰ型（フランジ型）のものである。
４．ボルトナットを含む。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コルゲートパイプ φ４００×１．６mm　　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ４００×１．６mm　　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ４００×２．０mm　　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ４００×２．０mm　　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ６００×１．６mm　　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ６００×１．６mm　　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ６００×２．０mm　　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ６００×２．０mm　　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ６００×２．７mm　　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ６００×２．７mm　　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ８００×２．０mm　　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ８００×２．０mm　　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ８００×２．７mm　　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ８００×２．７mm　　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ８００×３．２mm　　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ８００×３．２mm　　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ 1000×２．０mm　 亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ 1000×２．０mm　 亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ 1000×２．７mm 　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ 1000×２．７mm 　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ 1000×３．２mm 　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ 1000×３．２mm 　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ 1000×４．０mm 　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ 1000×４．０mm 　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ 1200×２．７mm 　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ 1200×２．７mm 　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ 1200×３．２mm　 亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ 1200×３．２mm　 亜鉛メッキ m 隠岐 *1
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１－２－３４　　コルゲートパイプ
１．工事現場附近道路渡し単価とする。
２．ＪＩＳ Ｇ ３４７１の単価である。
３．本単価は、円型Ⅰ型（フランジ型）のものである。
４．ボルトナットを含む。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コルゲートパイプ φ 1200×４．０mm 　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ 1200×４．０mm 　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ 1500×２．７mm 　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ 1500×２．７mm 　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ 1500×３．２mm 　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ 1500×３．２mm 　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ 1500×４．０mm 　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ 1500×４．０mm 　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ 1800×３．２mm 　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ 1800×３．２mm 　亜鉛メッキ m 隠岐 *1

コルゲートパイプ φ 1800×４．０mm 　亜鉛メッキ m 本土 27-4

コルゲートパイプ φ 1800×４．０mm 　亜鉛メッキ m 隠岐 *1
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１－２－３５　　ネトロンパイプ
１．工事現場渡し単価とする。
２．材質（形状）は、ポリエチレン製(1/3無孔)

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ネトロンパイプ（地下排水用） 内径　５０mm　・厚２．５mm以上 m 本土 27-4

ネトロンパイプ（地下排水用） 内径　５０mm　・厚２．５mm以上 m 隠岐 *1

ネトロンパイプ（地下排水用） 内径　６５mm　・厚３．０mm以上 m 本土 27-4

ネトロンパイプ（地下排水用） 内径　６５mm　・厚３．０mm以上 m 隠岐 *1

ネトロンパイプ（地下排水用） 内径１００mm　・厚４．０mm以上 m 本土 27-4

ネトロンパイプ（地下排水用） 内径１００mm　・厚４．０mm以上 m 隠岐 *1

ネトロンパイプ（地下排水用） 内径１５０mm　・厚５．０mm以上 m 本土 27-4

ネトロンパイプ（地下排水用） 内径１５０mm　・厚５．０mm以上 m 隠岐 *1
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１－２－３６　　軽量盛土材
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

発泡スチロール Ｄ－３０ m3 本土 27-4

発泡スチロール Ｄ－３０ m3 隠岐 *1

発泡スチロール Ｄ－２５ m3 本土 27-4

発泡スチロール Ｄ－２５ m3 隠岐 *1

発泡スチロール Ｄ－２０ m3 本土 27-4

発泡スチロール Ｄ－２０ m3 隠岐 *1

発泡スチロール Ｄ－１６ m3 本土 27-4

発泡スチロール Ｄ－１６ m3 隠岐 *1

発泡スチロール Ｄ－１２ m3 本土 27-4

発泡スチロール Ｄ－１２ m3 隠岐 *1

発泡スチロール ＤＸ－２９ m3 本土 27-4

発泡スチロール ＤＸ－２９ m3 隠岐 *1

緊結金具 個 統一 27-4
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１－２－３７　　火薬類
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コンクリート破砕器　CCR､SLB ６０号(φ28mm×140mm×６０ｇ) セット 本土 － 小口単価

コンクリート破砕器　CCR､SLB ６０号(φ28mm×140mm×６０ｇ) セット 隠岐 － 小口単価

補助線 小口 m 本土 10 小口単価

補助線 小口 m 隠岐 10 小口単価

電気雷管 ＤＳ2～5段・脚線３．０ｍ付 個 本土 227 大口単価

電気雷管 ＤＳ2～5段・脚線３．０ｍ付 個 隠岐 231 大口単価

電気雷管 ＤＳ6～10段･脚線３．０ｍ付 個 本土 229 大口単価

電気雷管 ＤＳ6～10段･脚線３．０ｍ付 個 隠岐 233 大口単価

補助線 （火薬庫設置） m 本土 27-4 大口単価

補助線 （火薬庫設置） m 隠岐 *1 大口単価
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１－２－３８　　法面工等資材
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

植生マット １．０ｍ×１０．０ｍ  吸収袋間隔５０cm m2 本土 660

植生マット １．０ｍ×１０．０ｍ  吸収袋間隔５０cm m2 隠岐 660

野芝 実面積０．９m2 m2 本土 440

野芝 実面積０．９m2 m2 隠岐 470

人工芝筋芝 幅１５cm m 統一 27-4

人工芝張芝 幅５０cm～１００cm m2 統一 27-4

高麗芝 m2 本土 440

高麗芝 m2 隠岐 470

芝串 竹　長さ１８cm　１００本／１束 本 統一 27-4

種子（野芝） 発芽促進剤処理済 kg 統一 12,700

肥料 高度化成肥料 N:P:K=15:15:15 袋 統一 2,360

養生材 ファイバ kg 統一 110

土壌改良剤 苦土石灰 kg 統一 26

土壌安定剤 ｱｸﾘﾙ樹脂･酢酸･ﾋﾞﾆﾙ系樹脂同等品 kg 統一 27-4

補助釘 φ５×１５０mm 本 本土 9 種子吹付ネット張工用

補助釘 φ５×１５０mm 本 隠岐 9 種子吹付ネット張工用

アンカーピン φ１６×４００mm 本 本土 135

アンカーピン φ１６×４００mm 本 隠岐 135

アンカボルト φ　９×２００mm 本 本土 30

アンカボルト φ　９×２００mm 本 隠岐 30

補助アンカーピン φ　９×２００mm 本 本土 30

補助アンカーピン φ　９×２００mm 本 隠岐 30

植生土のう 枚 統一 27-4
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１－２－３９　　ロッド、ビット類、ボーリング機、カッタ類
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

テーパロッド ２２mm×１．４ｍ 本 統一 27-4

テーパロッド φ２２mm×０．６ｍ 本 統一 27-4 削孔用

ダイヤモンドビット ２．５インチ　　呼径　６４．７mm 個 統一 27-4 削孔用

ダイヤモンドビット ３　インチ　　呼径　７７．４mm 個 統一 27-4 削孔用

ダイヤモンドビット ３．５インチ　　呼径　９０．８mm 個 統一 27-4 削孔用

ダイヤモンドビット ４　インチ　　呼径１１０．０mm 個 統一 27-4 削孔用

ダイヤモンドビット ５　インチ　　呼径１２８．５mm 個 統一 27-4 削孔用

ダイヤモンドビット ６　インチ　　呼径１６０．０mm 個 統一 27-4 削孔用

ダイヤモンドビット ７　インチ　　呼径１８０．０mm 個 統一 27-4 削孔用

ダイヤモンドビット ８　インチ　　呼径２０４．０mm 個 統一 27-4 削孔用

カップリング ６インチ用 個 統一 27-4 削孔用

エクステンションチューブ ６インチ用 個 統一 27-4 削孔用

ダイヤモンドブレード １２インチ×３００ 枚 統一 32,400 ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用

ダイヤモンドブレード １４インチ×３６０ 枚 統一 50,700 ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用

ダイヤモンドブレード １８インチ×４５０ 枚 統一 66,400 ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用

ダイヤモンドブレード φ　４００mm 枚 統一 56,700 ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用

ダイヤモンドブレード φ　５６０mm 枚 統一 81,500 ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用

ダイヤモンドブレード φ　６５０mm 枚 統一 100,000 ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用

ダイヤモンドブレード φ　７５０mm 枚 統一 118,000 ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用

ダイヤモンドブレード φ１０６０mm 枚 統一 221,000 ｺﾝｸﾘｰﾄ,ｱｽﾌｧﾙﾄ切断用

チゼル　モイルポイント ６００～８００kg級用 本 統一 62,100 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ用(ﾄﾝﾈﾙ工)

チゼル　モイルポイント １３００kg級用 本 統一 85,500 大型ﾌﾞﾚｰｶｰ用

カービット φ２２×３２mm 個 統一 27-4 削孔用
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１－２－４０　　鋼管杭の杭頭処理
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

丸　蓋 kg 統一 27-4

八角蓋 kg 統一 27-4

十字リブ kg 統一 27-4

井　桁 kg 統一 27-4

つり金具 kg 統一 27-4

プレカット 箇所 統一 27-4 止水材無し

端部補強金具 kg 統一 27-4

工場溶接 m 統一 27-4

現場溶接 m 統一 27-4

底型枠 kg 統一 27-4

ずれ止め kg 統一 27-4

ずれ止め用ストッパー 個 統一 27-4
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１－２－４１　　目地板、止水板、吸出防止材
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

目地板 厚１０mm  (瀝青質) m2 統一 27-4 一般目地材

目地板 厚１０mm  （瀝青繊維質系） m2 統一 27-4 一般目地材(con舗装)

目地板 厚２０mm  （瀝青繊維質系） m2 統一 27-4 一般目地材(con舗装)

目地板 厚２５mm  （瀝青繊維質系） m2 統一 2,700 一般目地材(con舗装)

目地板 厚２４mm　（杉板材１等） m3 統一 － con舗装

止水板 ３００×７mm  　（塩ビ製、ＵＣ） m 統一 27-4 ｱﾝｶｯﾄ型ｺﾙｹﾞｰﾄ

止水板 ３００×９mm　　（塩ビ製、ＵＣ） m 統一 27-4 ｱﾝｶｯﾄ型ｺﾙｹﾞｰﾄ

止水板 ２００×５mm　　（塩ビ製、ＦＦ） m 統一 27-4

止水板 センターバルブ型３００×７mm m 統一 27-4

止水板 ＣＣ　３００×７mm m 統一 27-4

止水板 ＵＣ　２００×６mm m 統一 －

吸出防止材 ﾔｼ繊維系不織布    厚10mm  140kgf/m m2 統一 27-4

吸出防止材 ﾔｼ繊維系不織布    厚20mm  280kgf/m m2 統一 27-4

吸出防止材 ﾔｼ繊維系不織布    厚30mm  420kgf/m m2 統一 27-4

吸出防止材 合繊不織布 厚10mm  240kgf/m m2 統一 27-4 縫合加工なし

遮水・止水シ－ト 厚１．０mm＋１０．０mm m2 統一 27-4

吸出防止材 合繊不織布 厚20mm　480kgf/m m2 統一 27-4 縫合加工なし

吸出防止材 合繊不織布 厚10mm　1000kgf/m m2 統一 27-4 縫合加工なし

吸出防止材 合繊不織布 厚20mm　1000kgf/m m2 統一 27-4 縫合加工なし

被覆シート 長繊維不織布 m2 本土 72

被覆シート 長繊維不織布 m2 隠岐 74
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１－２－４２　　特殊単価
１．資材長10m以上は長尺扱いとする。
２．各単価表で隠岐単価が設定されている場合は、本表計上しないこと。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

海上輸送費（本土～隠岐） 鉄線類 ｔ 統一 7,500 1

海上輸送費（本土～隠岐） 鋼材類 ｔ 統一 7,500 1

海上輸送費（本土～隠岐） 鋼材類（特殊長尺物） ｔ 統一 12,500 1

海上輸送費（本土～隠岐） 鉄筋類 ｔ 統一 7,500 1

海上輸送費（本土～隠岐） 鉄筋類（特殊長尺物） ｔ 統一 12,500 1

海上輸送費（本土～隠岐） 重機械類 ｔ 統一 12,500 1

海上輸送費（本土～隠岐） 火薬類 kg 統一 40 1

海上輸送費（本土～隠岐） ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾋｭｰﾑ管及び積､張ﾌﾞﾛｯｸ等) ｔ 統一 7,500 1

海上輸送費（本土～隠岐） 砂 m3 統一 2,100 1

海上輸送費（本土～隠岐） 砕石 m3 統一 2,200 1

海上輸送費（本土～隠岐） 栗石 m3 統一 2,200 1

海上輸送費（島後～島前） 鉄線類 ｔ 統一 6,300 1

海上輸送費（島後～島前） 鋼材類 ｔ 統一 6,300 1

海上輸送費（島後～島前） 鋼材類（特殊長尺物） ｔ 統一 10,500 1

海上輸送費（島後～島前） 鉄筋類 ｔ 統一 6,300 1

海上輸送費（島後～島前） 鉄筋類（特殊長尺物） ｔ 統一 10,500 1

海上輸送費（島後～島前） 重機械類 ｔ 統一 10,500 1

海上輸送費（島後～島前） 火薬類 kg 統一 33 1

海上輸送費（島後～島前） ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品(ﾋｭｰﾑ管及び積､張ﾌﾞﾛｯｸ等) ｔ 統一 6,300 1

海上輸送費（島後～島前） 砂 m3 統一 1,780 1

海上輸送費（島後～島前） 砕石 m3 統一 1,860 1

海上輸送費（島後～島前） 栗石 m3 統一 1,860 1

仮設材の積込費 基地（積込み） t 統一 *3

仮設材の取卸費 現場（取卸し） t 統一 *3

仮設材の積込費 現場（積込み） t 統一 *3

仮設材の取卸費 基地（取卸し） t 統一 *3

１．本土岸壁における輸送船への積込み費用
　　本土から隠岐の各港への輸送船による運搬費用
　　隠岐の各港での荷卸し、積込費用及び現場までの持込み費用
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１－２－４３　　アンカー工損耗材料

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

シャンクロッド φ９０mm　単管用 個 統一 27-4

シャンクロッド φ１１５mm　単管用 個 統一 27-4

シャンクロッド φ１３５mm　単管用 個 統一 27-4

打込アダプタ φ　９０mm、単管用 個 統一 64,000

打込アダプタ φ１１５mm、単管用 個 統一 70,400

打込アダプタ φ１３５mm、単管用 個 統一 76,800

ドリルパイプ（１．５ｍ標準） φ９０mm　単管用 本 統一 27-4

ドリルパイプ（１．５ｍ標準） φ１１５mm　単管用 本 統一 27-4

ドリルパイプ（１．５ｍ標準） φ１３５mm　単管用 本 統一 27-4

リングビット φ　９０mm、単管用 個 統一 27-4

リングビット φ１１５mm、単管用 個 統一 27-4

リングビット φ１３５mm、単管用 個 統一 27-4

ウォ－タ－スィ－ベル φ　９０mm、単管用 個 統一 27-4

ウォ－タ－スィ－ベル φ１１５mm、単管用 個 統一 27-4

ウォ－タ－スィ－ベル φ１３５mm、単管用 個 統一 27-4

シャンクロッド φ９０mm　二重管用 個 統一 27-4

シャンクロッド φ１１５mm　二重管用 個 統一 27-4

シャンクロッド φ１３５mm　二重管用 個 統一 27-4

シャンクロッド φ１４６mm、二重管用 個 統一 27-4

クリ－ニングアダプタ φ　９０mm、二重管用 個 統一 27-4

クリ－ニングアダプタ φ１１５mm、二重管用 個 統一 27-4

クリ－ニングアダプタ φ１３５mm、二重管用 個 統一 27-4

クリ－ニングアダプタ φ１４６mm、二重管用 個 統一 27-4

エキステンションロッド φ　９０mm、二重管用 個 統一 27-4

エキステンションロッド φ１１５mm、二重管用 個 統一 27-4

エキステンションロッド φ１３５mm、二重管用 個 統一 27-4

エキステンションロッド φ１４６mm、二重管用 個 統一 27-4

ドリルパイプ（１．５ｍ標準） φ９０mm　二重管用 本 統一 27-4
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１－２－４３　　アンカー工損耗材料

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ドリルパイプ（１．５ｍ標準） φ１１５mm　二重管用 本 統一 27-4

ドリルパイプ（１．５ｍ標準） φ１３５mm　二重管用 本 統一 27-4

ドリルパイプ（１．５ｍ標準） φ１４６mm　二重管用 本 統一 27-4

インナ－ロッド（１．５ｍ標準） φ　９０mm、二重管用 本 統一 27-4

インナ－ロッド（１．５ｍ標準） φ１１５mm、二重管用 本 統一 27-4

インナ－ロッド（１．５ｍ標準） φ１３５mm、二重管用 本 統一 27-4

インナ－ロッド（１．５ｍ標準） φ１４６mm、二重管用 本 統一 27-4

リングビット φ　９０mm、二重管用 個 統一 27-4

リングビット φ１１５mm、二重管用 個 統一 27-4

リングビット φ１３５mm、二重管用 個 統一 27-4

リングビット φ１４６mm、二重管用 個 統一 27-4

インナ－ビット φ　９０mm、二重管用 個 統一 27-4

インナ－ビット φ１１５mm、二重管用 個 統一 27-4

インナ－ビット φ１３５mm、二重管用 個 統一 27-4

インナ－ビット φ１４６mm、二重管用 個 統一 27-4

ウォ－タ－スィ－ベル φ　９０mm、二重管用 個 統一 27-4

ウォ－タ－スィ－ベル φ１１５mm、二重管用 個 統一 27-4

ウォ－タ－スィ－ベル φ１３５mm、二重管用 個 統一 27-4

ウォ－タ－スィ－ベル φ１４６mm、二重管用 個 統一 27-4
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１－２－４４　　地盤改良工損耗材料

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

二重管ボーリングロッド m 統一 8,800

メタルクラウン φ４１mm 個 統一 2,320

グラウトモニタ φ４０．５mm・単相用 個 統一 68,400

グラウトモニタ φ４０．５mm・複相用 個 統一 152,000

注入ホース類 φ１２mm・単相用 組 統一 201,000

注入ホース類 φ１２mm・複相用 組 統一 303,000

サンクションホース φ３８mm・単相用 組 統一 16,800

サンクションホース φ３８mm・複相用 組 統一 25,500

ケーシング φ９６mm　カップリング付 個 統一 49,900

ウォータースイベル φ９６mm　 個 統一 109,000

シャンクロッド 個 統一 67,200

二重管ホース φ１２mm・Ｌ＝２０ｍ 本 統一 200,000

シールパッカーセット 個 統一 96,000

シールセット 個 統一 4,800

注入外管 m 本土 1,800

注入外管 m 隠岐 1,800

アダプター 個 本土 288

アダプター 個 隠岐 288

先端キャップ 個 本土 360

先端キャップ 個 隠岐 360

削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　単管) 砂質土 m 統一 *3

削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　単管) 粘性土 m 統一 *3

注入損耗材料費(高圧噴射攪拌工　単管) m3 統一 *3

削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　二重管) レキ質土 m 統一 *3

削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　二重管) 砂質土（N≦３０） m 統一 *3

削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　二重管) 砂質土（N＞３０） m 統一 *3

削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　二重管) 粘性土 m 統一 *3

注入損耗材料費(高圧噴射攪拌工　二重管) m3 統一 *3
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１－２－４４　　地盤改良工損耗材料

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　三重管) レキ質土 m 統一 *3

削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　三重管) 砂質土（N≦５０） m 統一 *3

削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　三重管) 砂質土（N＞５０） m 統一 *3

削孔損耗材料費(高圧噴射攪拌工　三重管) 粘性土 m 統一 *3

注入損耗材料費(高圧噴射攪拌工　三重管) m3 統一 *3
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１－２－４５　　仮設材賃料
１．仮設材置場渡しとする。
２．鋼矢板ⅤL型の在庫は東京、大阪。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鋼矢板賃料（３型） 供用日数：  ～９０日 ｔ・日 統一 27-4

鋼矢板賃料（３型） 供用日数：９１～１８０日 ｔ・日 統一 27-4

鋼矢板賃料（３型） 供用日数：１８１～３６０日 ｔ・日 統一 27-4

鋼矢板賃料（３型） 供用日数：３６１～７２０日 ｔ・日 統一 27-4

鋼矢板賃料（３型） 供用日数：７２１～１０８０日 ｔ・日 統一 27-4

鋼矢板修理費及び損耗費 ３型（軽作業） ｔ 統一 *3

鋼矢板修理費及び損耗費 ３型（標準作業） ｔ 統一 *3

鋼矢板修理費及び損耗費 ３型（重作業） ｔ 統一 *3

鋼矢板賃料（４型） 供用日数：  ～９０日 ｔ・日 統一 27-4

鋼矢板賃料（４型） 供用日数：９１～１８０日 ｔ・日 統一 27-4

鋼矢板賃料（４型） 供用日数：１８１～３６０日 ｔ・日 統一 27-4

鋼矢板賃料（４型） 供用日数：３６１～７２０日 ｔ・日 統一 27-4

鋼矢板賃料（４型） 供用日数：７２１～１０８０日 ｔ・日 統一 27-4

鋼矢板修理費及び損耗費 ４型（軽作業） ｔ 統一 *3

鋼矢板修理費及び損耗費 ４型（標準作業） ｔ 統一 *3

鋼矢板修理費及び損耗費 ４型（重作業） ｔ 統一 *3

鋼矢板賃料（５Ｌ型） 供用日数：  ～９０日 ｔ・日 統一 27-4

鋼矢板賃料（５Ｌ型） 供用日数：９１～１８０日 ｔ・日 統一 27-4

鋼矢板賃料（５Ｌ型） 供用日数：１８１～３６０日 ｔ・日 統一 27-4

鋼矢板賃料（５Ｌ型） 供用日数：３６１～７２０日 ｔ・日 統一 27-4

鋼矢板賃料（５Ｌ型） 供用日数：７２１～１０８０日 ｔ・日 統一 27-4

鋼矢板修理費及び損耗費 ５Ｌ型（軽作業） ｔ 統一 *3

鋼矢板修理費及び損耗費 ５Ｌ型（標準作業） ｔ 統一 *3

鋼矢板修理費及び損耗費 ５Ｌ型（重作業） ｔ 統一 *3

軽量鋼矢板賃料 供用日数：  ～９０日 ｔ・日 統一 27-4

軽量鋼矢板賃料 供用日数：９１～１８０日 ｔ・日 統一 27-4

軽量鋼矢板賃料 供用日数：１８１～３６０日 ｔ・日 統一 27-4

軽量鋼矢板修理費及び損耗費 ２・３型（軽作業） ｔ 統一 *3

軽量鋼矢板修理費及び損耗費 ２・３型（標準作業） ｔ 統一 *3
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１－２－４５　　仮設材賃料
１．仮設材置場渡しとする。
２．鋼矢板ⅤL型の在庫は東京、大阪。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

Ｈ型鋼賃料（防護柵用１００型） 供用日数：  ～９０日 ｔ・日 統一 27-4 Ｈ形鋼賃料（杭用２００型）を準用

Ｈ型鋼賃料（防護柵用１００型） 供用日数：９１～１８０日 ｔ・日 統一 27-4 Ｈ形鋼賃料（杭用２００型）を準用

Ｈ型鋼賃料（防護柵用１００型） 供用日数：１８１～３６０日 ｔ・日 統一 27-4 Ｈ形鋼賃料（杭用２００型）を準用

Ｈ型鋼賃料（防護柵用１００型） 供用日数：３６１～７２０日 ｔ・日 統一 27-4 Ｈ形鋼賃料（杭用２００型）を準用

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用１００型（軽作業） ｔ 統一 *3

Ｈ型鋼賃料（防護柵用１５０型） 供用日数：  ～９０日 ｔ・日 統一 27-4 Ｈ形鋼賃料（杭用２００型）を準用

Ｈ型鋼賃料（防護柵用１５０型） 供用日数：９１～１８０日 ｔ・日 統一 27-4 Ｈ形鋼賃料（杭用２００型）を準用

Ｈ型鋼賃料（防護柵用１５０型） 供用日数：１８１～３６０日 ｔ・日 統一 27-4 Ｈ形鋼賃料（杭用２００型）を準用

Ｈ型鋼賃料（防護柵用１５０型） 供用日数：３６１～７２０日 ｔ・日 統一 27-4 Ｈ形鋼賃料（杭用２００型）を準用

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用１５０型（軽作業） ｔ 統一 *3

Ｈ型鋼賃料（杭用２００型） 供用日数：  ～９０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（杭用２００型） 供用日数：９１～１８０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（杭用２００型） 供用日数：１８１～３６０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（杭用２００型） 供用日数：３６１～７２０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用２００型（軽作業） ｔ 統一 *3

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用２００型（標準作業） ｔ 統一 *3

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用２００型（重作業） ｔ 統一 *3

Ｈ型鋼賃料（杭用２５０型） 供用日数：  ～９０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（杭用２５０型） 供用日数：９１～１８０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（杭用２５０型） 供用日数：１８１～３６０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（杭用２５０型） 供用日数：３６１～７２０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用２５０型（軽作業） ｔ 統一 *3

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用２５０型（標準作業） ｔ 統一 *3

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用２５０型（重作業） ｔ 統一 *3

Ｈ型鋼賃料（杭用３００型） 供用日数：  ～９０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（杭用３００型） 供用日数：９１～１８０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（杭用３００型） 供用日数：１８１～３６０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（杭用３００型） 供用日数：３６１～７２０日 ｔ・日 統一 27-4
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１－２－４５　　仮設材賃料
１．仮設材置場渡しとする。
２．鋼矢板ⅤL型の在庫は東京、大阪。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用３００型（軽作業） ｔ 統一 *3

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用３００型（標準作業） ｔ 統一 *3

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用３００型（重作業） ｔ 統一 *3

Ｈ型鋼賃料（杭用３５０型） 供用日数：  ～９０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（杭用３５０型） 供用日数：９１～１８０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（杭用３５０型） 供用日数：１８１～３６０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（杭用３５０型） 供用日数：３６１～７２０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用３５０型（軽作業） ｔ 統一 *3

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用３５０型（標準作業） ｔ 統一 *3

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用３５０型（重作業） ｔ 統一 *3

Ｈ型鋼賃料（杭用４００型） 供用日数：  ～９０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（杭用４００型） 供用日数：９１～１８０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（杭用４００型） 供用日数：１８１～３６０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（杭用４００型） 供用日数：３６１～７２０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用４００型（軽作業） ｔ 統一 *3

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用４００型（標準作業） ｔ 統一 *3

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用４００型（重作業） ｔ 統一 *3

Ｈ型鋼賃料（杭用５９４型） 供用日数：  ～９０日 ｔ・日 統一 －

Ｈ型鋼賃料（杭用５９４型） 供用日数　９１～１８０日 ｔ・日 統一 －

Ｈ型鋼賃料（杭用５９４型） 供用日数　１８１～３６０日 ｔ・日 統一 －

Ｈ型鋼賃料（杭用５９４型） 供用日数　３６１～７２０日 ｔ・日 統一 －

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用５９４型（軽作業） ｔ 統一 *3

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用５９４型（標準作業） ｔ 統一 *3

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 杭用５９４型（重作業） ｔ 統一 *3

Ｈ型鋼賃料（山留用２５０～４００型） 供用日数：  ～９０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（山留用２５０～４００型） 供用日数：９１～１８０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（山留用２５０～４００型） 供用日数：１８１～３６０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（山留用２５０～４００型） 供用日数：３６１～７２０日 ｔ・日 統一 27-4

Ｈ型鋼賃料（山留用２５０～４００型） 供用日数：７２１～１０８０日 ｔ・日 統一 27-4
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１－２－４５　　仮設材賃料
１．仮設材置場渡しとする。
２．鋼矢板ⅤL型の在庫は東京、大阪。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

Ｈ形鋼修理費及び損耗費 山留用２５０～４００型（標準作業） ｔ 統一 *3

覆工板賃料（鋼製　従来型） 供用月数：  ～３箇月 m2・月 統一 27-4

覆工板賃料（鋼製　従来型） 供用月数　４～６箇月 m2・月 統一 27-4

覆工板賃料（鋼製　従来型） 供用月数　７～１２箇月 m2・月 統一 27-4

覆工板賃料（鋼製　従来型） 供用月数　１３～２４箇月 m2・月 統一 27-4

覆工板賃料（鋼製　従来型） 供用月数　２５～３６箇月 m2・月 統一 27-4

覆工板修理費及び損耗費 鋼製 m2 統一 *3

覆工板賃料(鋼製滑り止め加工付　従来型) 供用月数：  ～３箇月 m2・月 統一 27-4

覆工板賃料(鋼製滑り止め加工付　従来型) 供用月数　４～６箇月 m2・月 統一 27-4

覆工板賃料(鋼製滑り止め加工付　従来型) 供用月数　７～１２箇月 m2・月 統一 27-4

覆工板賃料(鋼製滑り止め加工付　従来型) 供用月数　１３～２４箇月 m2・月 統一 27-4

覆工板賃料(鋼製滑り止め加工付　従来型) 供用月数　２５～３６箇月 m2・月 統一 27-4

覆工板賃料（コンクリート製　従来型） 供用月数：  ～３箇月 m2・月 統一 －

覆工板賃料（コンクリート製　従来型） 供用月数　４～６箇月 m2・月 統一 －

覆工板賃料（コンクリート製　従来型） 供用月数　７～１２箇月 m2・月 統一 －

覆工板賃料（コンクリート製　従来型） 供用月数　１３～２４箇月 m2・月 統一 －

覆工板賃料（コンクリート製　従来型） 供用月数　２５～３６箇月 m2・月 統一 －

覆工板修理費及び損耗費 コンクリート製 m2 統一 *3

覆工板受桁及び桁受賃料（７００m2以下） 供用日数：  ～９０日 ｔ・日 統一 27-4 山留材賃料（Ｈ＝２５０～４００）を準用

覆工板受桁及び桁受賃料（７００m2以下） 供用日数　９１～１８０日 ｔ・日 統一 27-4 山留材賃料（Ｈ＝２５０～４００）を準用

覆工板受桁及び桁受賃料（７００m2以下） 供用日数　１８１～３６０日 ｔ・日 統一 27-4 山留材賃料（Ｈ＝２５０～４００）を準用

覆工板受桁及び桁受賃料（７００m2以下） 供用日数　３６１～７２０日 ｔ・日 統一 27-4 山留材賃料（Ｈ＝２５０～４００）を準用

覆工板受桁及び桁受賃料（７００m2以下） 供用日数：７２０～１０８０日 ｔ・日 統一 27-4 山留材賃料（Ｈ＝２５０～４００）を準用

覆工板受桁及び桁受修理費損耗費 設置面積７００m2以下 ｔ 統一 *3 山留材賃料（Ｈ＝２５０～４００）を準用

鋼製マット賃料（1200×500×50） 供用日数　～９０日 枚・日 統一 27-4

鋼製マット賃料（1200×500×50） 供用日数　９１～１８０日 枚・日 統一 27-4

鋼製マット賃料（1200×500×50） 供用日数　１８１～３６０日 枚・日 統一 27-4

鋼製マット賃料（1200×500×50） 供用日数　３６１～７２０日 枚・日 統一 27-4

鋼製マット賃料（1200×500×50） 供用日数　７２１～１０８０日 枚・日 統一 27-4
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１－２－４５　　仮設材賃料
１．仮設材置場渡しとする。
２．鋼矢板ⅤL型の在庫は東京、大阪。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鋼製マット修理費及び損耗費 １．２型（０．６m2／枚） 枚 統一 *3

鋼製マット賃料（3500×300×100) 供用日数：  ～９０日 枚・日 統一 27-4

鋼製マット賃料（3500×300×100) 供用日数　９１～１８０日 枚・日 統一 27-4

鋼製マット賃料（3500×300×100) 供用日数　１８１～３６０日 枚・日 統一 27-4

鋼製マット賃料（3500×300×100) 供用日数　３６１～７２０日 枚・日 統一 27-4

鋼製マット賃料（3500×300×100) 供用日数　７２１～１０８０日 枚・日 統一 27-4

鋼製マット修理費及び損耗費 ３．５型（１．０５m2／枚） 枚 統一 *3

鋼製マット賃料（1500×500×50） 供用日数：  ～９０日 枚・日 統一 27-4

鋼製マット賃料（1500×500×50） 供用日数　９１～１８０日 枚・日 統一 27-4

鋼製マット賃料（1500×500×50） 供用日数　１８１～３６０日 枚・日 統一 27-4

鋼製マット賃料（1500×500×50） 供用日数　３６１～７２０日 枚・日 統一 27-4

鋼製マット賃料（1500×500×50） 供用日数　７２１～１０８０日 枚・日 統一 27-4

鋼製マット修理費及び損耗費 １．５型（０．７５m2／枚） 枚 統一 *3

敷鉄板賃料（２２×１５２４×６０９６） 供用日数：  ～９０日 枚・日 統一 27-4

敷鉄板賃料（２２×１５２４×６０９６） 供用日数　９１～１８０日 枚・日 統一 27-4

敷鉄板賃料（２２×１５２４×６０９６） 供用日数　１８１～３６０日 枚・日 統一 27-4

敷鉄板賃料（２２×１５２４×６０９６） 供用日数　３６１～７２０日 枚・日 統一 27-4

敷鉄板整備費 ２２×１５２４×６０９６ 枚 統一 27-4

敷鉄板賃料（２２×１５２４×３０４８） 供用日数：  ～９０日 枚・日 統一 27-4

敷鉄板賃料（２２×１５２４×３０４８） 供用日数　９１～１８０日 枚・日 統一 27-4

敷鉄板賃料（２２×１５２４×３０４８） 供用日数　１８１～３６０日 枚・日 統一 27-4

敷鉄板賃料（２２×１５２４×３０４８） 供用日数　３６１～７２０日 枚・日 統一 27-4

敷鉄板整備費 ２２×１５２４×３０４８ 枚 統一 27-4

敷鉄板賃料（２５×１５２４×６０９６） 供用日数：  ～９０日 枚・日 統一 27-4

敷鉄板賃料（２５×１５２４×６０９６） 供用日数　９１～１８０日 枚・日 統一 27-4

敷鉄板賃料（２５×１５２４×６０９６） 供用日数　１８１～３６０日 枚・日 統一 27-4

敷鉄板賃料（２５×１５２４×６０９６） 供用日数　３６１～７２０日 枚・日 統一 27-4

敷鉄板整備費 ２５×１５２４×６０９６ 枚 統一 27-4
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１－２－４５　　仮設材賃料
１．仮設材置場渡しとする。
２．鋼矢板ⅤL型の在庫は東京、大阪。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鋼製型枠賃料 ブロック質量３０ｔ未満 m2 統一 27-4

鋼製型枠賃料 ブロック質量３０ｔ以上５０ｔ未満 m2 統一 27-4

鋼製型枠賃料 ブロック質量５０ｔ以上 m2 統一 27-4

ＦＲＰ製型枠賃料 ブロック質量３０ｔ未満 m2 統一 27-4
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１－２－４６　　建設機械賃料
１．ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ､ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝはｵﾍﾟﾚｰﾀ費用､燃料費､油脂費を含む｡運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
２．ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝはｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む｡燃料費､油脂費、運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
３．その他の機械はｵﾍﾟﾚｰﾀ費用､燃料費､油脂費、運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
４．この賃料については、長期割引を行った賃料としている。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型　　４．９ｔ吊 日 統一 27-4 1

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型　　１６ｔ吊 日 統一 27-4 1

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型　　２０ｔ吊 日 統一 27-4 1

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型　　２５ｔ吊 日 統一 27-4 1

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型　　３０ｔ吊 日 統一 27-4 1

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型　　３５ｔ吊 日 統一 27-4 1

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型　　４５ｔ吊 日 統一 27-4 1

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型　　５０ｔ吊 日 統一 27-4 1

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型　１００ｔ吊 日 統一 27-4 1

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型　１２０ｔ吊 日 統一 27-4 1

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型　１６０ｔ吊 日 統一 27-4 1

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型　２００ｔ吊 日 統一 27-4 1

トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型　３６０ｔ吊 日 統一 27-4 1

クローラクレーン 油圧式ウィンチ・ラチスジブ型　　３５ｔ吊 日 統一 27-4 2

クローラクレーン 油圧式ウィンチ・ラチスジブ型　　４０ｔ吊 日 統一 27-4 2

クローラクレーン 油圧式ウィンチ・ラチスジブ型　　５０ｔ吊 日 統一 27-4 2

クローラクレーン 油圧式ウィンチ・ラチスジブ型　　５５ｔ吊 日 統一 27-4 2

クローラクレーン 油圧式ウィンチ・ラチスジブ型　　６５ｔ吊 日 統一 27-4 2

クローラクレーン 油圧式ウィンチ・ラチスジブ型　　８０ｔ吊 日 統一 27-4 2

クローラクレーン 油圧式ウィンチ・ラチスジブ型　１００ｔ吊 日 統一 27-4 2

クローラクレーン 油圧式ウィンチ・ラチスジブ型　１５０ｔ吊 日 統一 27-4 2

クローラクレーン 油圧式ウィンチ・ラチスジブ型　２００ｔ吊 日 統一 27-4 2

クローラクレーン 油圧式ウィンチ・ラチスジブ型　２５０ｔ吊 日 統一 27-4 2

クローラクレーン 油圧式ウィンチ・ラチスジブ型　３００ｔ吊 日 統一 27-4 2

クローラクレーン 油圧式ウィンチ・ラチスジブ型　４５０ｔ吊 日 統一 27-4 2

クローラクレーン 油圧伸縮ジブ型　４．９ｔ吊 日 統一 27-4 2

ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型  油圧伸縮ジブ型　４．９ｔ吊 日 統一 27-4 1
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１－２－４６　　建設機械賃料
１．ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ､ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝはｵﾍﾟﾚｰﾀ費用､燃料費､油脂費を含む｡運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
２．ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝはｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む｡燃料費､油脂費、運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
３．その他の機械はｵﾍﾟﾚｰﾀ費用､燃料費､油脂費、運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
４．この賃料については、長期割引を行った賃料としている。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型  油圧伸縮ジブ型　　７ｔ吊 日 統一 27-4 1

ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型  油圧伸縮ジブ型　１０ｔ吊 日 統一 27-4 1

ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型  油圧伸縮ジブ型　１６ｔ吊 日 統一 27-4 1

ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型  油圧伸縮ジブ型　２０ｔ吊 日 統一 27-4 1

ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型  油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊 日 統一 27-4 1

ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型  油圧伸縮ジブ型　３５ｔ吊 日 統一 27-4 1

ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型  油圧伸縮ジブ型　４５ｔ吊 日 統一 27-4 1

ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型  油圧伸縮ジブ型　５０ｔ吊 日 統一 27-4 1

バックホウ クロ－ラ型　０．２８ｍ３ 日 統一 27-4 3

バックホウ 排出ガス対策型  クローラ型　０．２８ｍ３ 日 統一 27-4 3

バックホウ（賃料）（クレーン付） クローラ型山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊日 統一 27-4 3

バックホウ（賃料）（クレーン付） クローラ型山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊 日 統一 27-4 3

バックホウ（賃料）（クレーン付）(排ガス対策型)クローラ型山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）　２．９ｔ吊日 統一 27-4 3

バックホウ（賃料）（クレーン付）（排出ガス対策型）クローラ型山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊 日 統一 27-4 3

バックホウ超小旋回型（賃料） クローラ型山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３） 日 統一 27-4 3

バックホウ超小旋回型（賃料）（排出ガス対策型）クローラ型山積０．２２ｍ３（平積０．１６ｍ３） 日 統一 27-4 3

油圧クラムシェル クローラ型平積０．４ｍ３ 日 統一 27-4 3

不整地運搬車 クローラ型ダンプ式　積載重量２．０ｔ 日 統一 27-4 3

不整地運搬車 クローラ型ダンプ式　積載重量２．５ｔ 日 統一 27-4 3

ホイールローダ ０．３４ｍ３ 日 統一 27-4 3

ホイールローダ 排出ガス対策型  ０．３４ｍ３ 日 統一 27-4 3

振動ローラ（ハンドガイド式） ０．８～１．１ｔ 日 統一 27-4 3

振動ローラ（搭乗式タンデム型） ２．５～２．８ｔ 日 統一 27-4 3

振動ローラ（搭乗式タンデム型） ６～７ｔ 日 統一 27-4 3

振動ローラ（搭乗式タンデム型） ８～１０ｔ 日 統一 27-4 3

振動ローラ（搭乗式タンデム型） 排出ガス対策型  ６～７ｔ 日 統一 27-4 3

振動ローラ（搭乗式タンデム型） 排出ガス対策型  ８～１０ｔ 日 統一 27-4 3
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１－２－４６　　建設機械賃料
１．ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ､ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝはｵﾍﾟﾚｰﾀ費用､燃料費､油脂費を含む｡運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
２．ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝはｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む｡燃料費､油脂費、運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
３．その他の機械はｵﾍﾟﾚｰﾀ費用､燃料費､油脂費、運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
４．この賃料については、長期割引を行った賃料としている。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

振動ローラ（搭乗式コンバインド型） ３～４ｔ 日 統一 27-4 3

振動ローラ（搭乗式ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型） 排出ガス対策型  ３～４ｔ 日 統一 27-4 3

タンパ（賃料） ６０～８０ｋｇ 日 統一 27-4 3

高所作業車 トラック架装リフトブーム型　　８ｍ 日 統一 27-4 3

高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型(直伸式)12m 日 統一 27-4 3

高所作業車 自走式リフト（ホイール）ブーム型１２ｍ 日 統一 27-4 3

空気圧縮機（可搬式エンジン掛） 排出ガス対策型  ２．５ｍ３／min 日 統一 27-4 3

空気圧縮機（可搬式エンジン掛） 排出ガス対策型  ３．５～３．７ｍ３／min 日 統一 27-4 3

空気圧縮機（可搬式エンジン掛） 排出ガス対策型  ５ｍ３／min 日 統一 27-4 3

空気圧縮機（可搬式エンジン掛） 排出ガス対策型  ７．５～７．８ｍ３／min 日 統一 27-4 3

空気圧縮機（可搬式エンジン掛） 排出ガス対策型  １０．５～１１ｍ３／min 日 統一 27-4 3

空気圧縮機（可搬式エンジン掛） 排出ガス対策型  １８～１９ｍ３／min 日 統一 27-4 3

空気圧縮機（可搬式エンジン掛） 排出ガス対策型  ７．５～７．６ｍ３／min 日 統一 27-4 3

発動発電機（ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動） ２ＫＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動） ３ＫＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動） 排出ガス対策型  １０ＫＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動） 排出ガス対策型  ２０ＫＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動） 排出ガス対策型  ２５ＫＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動） 排出ガス対策型  ４５ＫＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動） 排出ガス対策型  ６０ＫＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動） 排出ガス対策型  ７５ＫＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動） 排出ガス対策型  １００ＫＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動） 排出ガス対策型  １２５ＫＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動） 排出ガス対策型  １５０ＫＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動） 排出ガス対策型  ２００ＫＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動） 排出ガス対策型  ２５０ＫＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動） 排出ガス対策型  ３００ＫＶＡ 日 統一 27-4 3
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１－２－４６　　建設機械賃料
１．ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ､ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝはｵﾍﾟﾚｰﾀ費用､燃料費､油脂費を含む｡運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
２．ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝはｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む｡燃料費､油脂費、運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
３．その他の機械はｵﾍﾟﾚｰﾀ費用､燃料費､油脂費、運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
４．この賃料については、長期割引を行った賃料としている。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） 日 統一 27-4 3

工事用水中ポンプ １５０、揚程１０ｍ 日 統一 27-4 3

工事用水中ポンプ ２００、揚程１０ｍ 日 統一 27-4 3

空気圧縮機（可搬式エンジン掛） 排出ガス対策型　２．０ｍ３／分 日 統一 27-4 3

空気圧縮機（可搬式エンジン掛） 排出ガス対策型　１４．３ｍ３／分 日 統一 27-4 3

空気圧縮機（可搬式エンジン掛） 排出ガス対策型　１７．０ｍ３／分 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　５ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　８ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　１５ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　３５ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　３５０ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

トラック（クレーン装置付き） ４ｔ積・2.9 ｔ吊 日 統一 27-4 3

小型バックホウ クローラ型 山積0.11m3（平積0.08m3） 日 統一 27-4 3

小型バックホウ 排出ガス対策型　クローラ型 0.11m3 日 統一 27-4 3

バックホウ 排出ガス対策型　クローラ型 0.45m3 日 統一 27-4 3

大型ブレーカ（油圧ブレーカ） バケット容量0.2m3 対応ベースマシン含む 日 統一 27-4 3

ブルドーザ 普通型３ｔ 日 統一 27-4 3

タイヤローラ ８～２０t（排出ガス対策型） 日 統一 27-4 3

バックホウ クローラ型山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３） 日 統一 27-4 3

バックホウ（賃料）（クレーン付）(排ガス2次対策型)クローラ型山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊 日 統一 27-4 3

バックホウ（賃料）（クレーン付）(排ガス対策型) クローラ型山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）２．９ｔ吊 日 統一 27-4 3

バックホウ（賃料）(排ガス２次対策型) クローラ型山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） 日 統一 27-4 3

バックホウ（賃料）（クレーン付） クローラ型山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊 日 統一 27-4 3

バックホウ（賃料）（クレーン付）(排ガス2次対策型) クローラ型山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊 日 統一 27-4 3

バックホウ（賃料）（ｸﾚｰﾝ付）(低騒音･排ｶﾞｽ1次) クローラ型山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊 日 統一 27-4 3

バックホウ（賃料）（ｸﾚｰﾝ付）(低騒音･排ｶﾞｽ2次) クローラ型山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　２．９ｔ吊 日 統一 27-4 3

バックホウ超小旋回型（賃料）（排出ガス１次対策型） クローラ型山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） 日 統一 27-4 3
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１－２－４６　　建設機械賃料
１．ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ､ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝはｵﾍﾟﾚｰﾀ費用､燃料費､油脂費を含む｡運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
２．ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝはｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む｡燃料費､油脂費、運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
３．その他の機械はｵﾍﾟﾚｰﾀ費用､燃料費､油脂費、運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
４．この賃料については、長期割引を行った賃料としている。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

不整地運搬車 クローラ型ダンプ式　積載重量２．５ｔ 日 統一 27-4 3

バックホウ 排出ガス対策型　クローラ型 0.45m3 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　１３／１５ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

バックホウ 排出ガス対策型　クローラ型 0.8m3 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　２０ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

バックホウ 排出ガス対策型　クローラ型 0.8m3 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　２５ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　６０ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　１００ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ2次基準　油圧伸縮ジブ型　２５ｔ吊 日 統一 27-4 1

ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ2次基準　油圧伸縮ジブ型　３５ｔ吊 日 統一 27-4 1

ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ2次基準　油圧伸縮ジブ型　４５ｔ吊 日 統一 27-4 1

ラフテレーンクレーン 排出ｶﾞｽ2次基準　油圧伸縮ジブ型　５０ｔ吊 日 統一 27-4 1

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　８ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　１０ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　１５ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　３５ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　４５ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　７５ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　１２５ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　１５０ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　２００ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　２５０ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

発動発電機（ディーゼルエンジン駆動） 排出ガス対策型　３００ｋＶＡ 日 統一 27-4 3

バックホウ 排出ガス対策型　クローラ型 0.8m3 日 統一 27-4 3

タイヤローラ 排出ガス対策型　3～4t 日 統一 27-4 3

タイヤローラ 排出ガス対策型　8～20t 日 統一 27-4 3
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１－２－４６　　建設機械賃料
１．ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ､ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝはｵﾍﾟﾚｰﾀ費用､燃料費､油脂費を含む｡運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
２．ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝはｵﾍﾟﾚｰﾀ費用を含む｡燃料費､油脂費、運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
３．その他の機械はｵﾍﾟﾚｰﾀ費用､燃料費､油脂費、運搬費､回送費､組立･解体費は含まない｡
４．この賃料については、長期割引を行った賃料としている。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

バックホウ超小旋回型（賃料）（排出ガス対策型） クローラ型山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３） 日 統一 27-4 3

バックホウ（賃料）（排出ガス対策型） クローラ型山積０．５ｍ３（平積０．４ｍ３） 日 統一 27-4 3

ラフテレーンクレーン 排出ガス対策型　油圧伸縮ジブ型　８０ｔ吊 日 統一 － 1

小型バックホウ 排出ガス対策型　クローラ型 0.11m3 日 統一 27-4 3

バックホウ（賃料）（排出ガス対策型） クローラ型山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 日 統一 27-4 3

バックホウ超小旋回型（賃料）（排出ガス対策型）クローラ型山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３） 日 統一 27-4 3
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１－２－４７　　仮設材、その他材料
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

大型土のう Ｈ＝１．０８ｍ　Ｗ＝１．１ｍ 枚 統一 27-4

土のう ４８×６２ 枚 統一 27-4

型枠剥離材 鋼製、木製型枠用 Ｌ 統一 27-4

アスファルトルーフィング 厚１．３mm（１巻２２kg） m2 統一 27-4

パラフォーム ｔ0.5×W30×Ｌ100cm　(耐水ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ製) m2 統一 166

足掛け金物 現場打用　幅３００mm 個 統一 27-4 集水桝・マンホール用

足掛け金物 現場打用  幅４００mm 個 統一 27-4 集水桝・マンホール用

足掛け金物 現場打用  幅５００mm 個 統一 27-4 集水桝・マンホール用

型枠用丸型紙管 φ２００mm×５mm×４．０ｍ 本 統一 2,810

型枠用丸型紙管 １７５×３．５×４，０００mm 本 統一 27-4

円形紙管 50×2.2 m 本土 27-4

円形紙管 50×2.2 m 隠岐 *1

円形紙管 75×2.6 m 本土 27-4

円形紙管 75×2.6 m 隠岐 *1

円形紙管 90×2.6 m 本土 27-4

円形紙管 90×2.6 m 隠岐 *1

円形紙管 100×2.7 m 本土 27-4

円形紙管 100×2.7 m 隠岐 *1

円形紙管 125×3.1 m 本土 27-4

円形紙管 125×3.1 m 隠岐 *1

円形紙管 150×3.5 m 本土 27-4

円形紙管 150×3.5 m 隠岐 *1

円形紙管 175×3.5 m 本土 27-4

円形紙管 175×3.5 m 隠岐 *1

円形紙管 200×4.0 m 本土 27-4

円形紙管 200×4.0 m 隠岐 *1

円形紙管 250×4.2 m 本土 27-4

１．賃貸業者置場渡し・置場戻し。
２．賃貸業者置場渡し・置場戻し。フラットパネルタイプ、ロールシール ツタ・黄小花模様 全面貼付加工品
３．現場渡し。仮囲い鋼板用　上下に使用
４．標示板1,400mm×1,100mm用
５．看板1,400mm×550mm用
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１－２－４７　　仮設材、その他材料
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

円形紙管 250×4.2 m 隠岐 *1

円形紙管 300×5.3 m 本土 27-4

円形紙管 300×5.3 m 隠岐 *1

円形紙管 350×5.8 m 本土 27-4

円形紙管 350×5.8 m 隠岐 *1

円形紙管 400×6.3 m 本土 27-4

円形紙管 400×6.3 m 隠岐 *1

円形紙管 450×6.8 m 本土 27-4

円形紙管 450×6.8 m 隠岐 *1

円形紙管 500×7.1 m 本土 27-4

円形紙管 500×7.1 m 隠岐 *1

円形紙管 550×7.7 m 本土 27-4

円形紙管 550×7.7 m 隠岐 *1

円形紙管 600×8.0 m 本土 27-4

円形紙管 600×8.0 m 隠岐 *1

円形紙管 650×8.0 m 本土 27-4

円形紙管 650×8.0 m 隠岐 *1

円形紙管 700×9.0 m 本土 27-4

円形紙管 700×9.0 m 隠岐 *1

円形紙管 750×9.3 m 本土 27-4

円形紙管 750×9.3 m 隠岐 *1

円形紙管 800×9.5 m 本土 27-4

円形紙管 800×9.5 m 隠岐 *1

ビット（舗装切削機用） ２．０ｍ 個 統一 1,520

竹 目通り径１５cm・１４本／束 束 統一 3,800

生石灰（ＪＩＳ　Ｒ　９００１） バラ物 ｔ 本土 27-4 路床、路盤安定処理用

生石灰（ＪＩＳ　Ｒ　９００１） バラ物 ｔ 隠岐 *1 路床、路盤安定処理用

１．賃貸業者置場渡し・置場戻し。
２．賃貸業者置場渡し・置場戻し。フラットパネルタイプ、ロールシール ツタ・黄小花模様 全面貼付加工品
３．現場渡し。仮囲い鋼板用　上下に使用
４．標示板1,400mm×1,100mm用
５．看板1,400mm×550mm用
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１－２－４７　　仮設材、その他材料
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ケミコライム Ｃ－１００ ｔ 本土 －

ケミコライム Ｃ－１００ ｔ 隠岐 －

履歴板 １２５×２１５×１．２　１～２枚 枚 統一 4,600

履歴板 １２５×２１５×１．２　３～５枚 枚 統一 4,200

履歴板 １２５×２１５×１．２　６～１０枚 枚 統一 3,800

履歴板 １２５×２１５×１．２　１１枚以上 枚 統一 3,200

履歴板 １４５×２１５×１．２　１～２枚 枚 統一 6,000

履歴板 １４５×２１５×１．２　３～５枚 枚 統一 5,700

履歴板 １４５×２１５×１．２　６～１０枚 枚 統一 5,200

履歴板 １４５×２１５×１．２　１１枚以上 枚 統一 4,600

仮囲い基本料金 H=2.0m ｍ 統一 1,800 1

仮囲い賃料 H=2.0m m・日 統一 6 1

仮囲い基本料金（ロールシール全面貼） H=2.0m ｍ 統一 4,800 2

仮囲い賃料（ロールシール全面貼） H=2.0m m・日 統一 6 2

取付金具 個 統一 75 3

木製工事用標示板（外枠） 供用日180日未満 台 本土 3,400 4

木製工事用標示板（外枠） 供用日180日未満 台 隠岐１ 4,630 4

木製工事用標示板（外枠） 供用日180日未満 台 隠岐２ 4,940 4

木製工事用標示板（外枠） 供用日180日未満 台 隠岐３ 4,940 4

木製工事用標示板（外枠） 供用日180～360日 台 本土 4,150 4

木製工事用標示板（外枠） 供用日180～360日 台 隠岐１ 5,690 4

木製工事用標示板（外枠） 供用日180～360日 台 隠岐２ 6,070 4

木製工事用標示板（外枠） 供用日180～360日 台 隠岐３ 6,070 4

木製工事用標示板（外枠） 供用日360～720日 台 本土 6,120 4

木製工事用標示板（外枠） 供用日360～720日 台 隠岐１ 8,440 4

木製工事用標示板（外枠） 供用日360～720日 台 隠岐２ 9,010 4

木製工事用標示板（外枠） 供用日360～720日 台 隠岐３ 9,010 4

１．賃貸業者置場渡し・置場戻し。
２．賃貸業者置場渡し・置場戻し。フラットパネルタイプ、ロールシール ツタ・黄小花模様 全面貼付加工品
３．現場渡し。仮囲い鋼板用　上下に使用
４．標示板1,400mm×1,100mm用
５．看板1,400mm×550mm用
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１－２－４７　　仮設材、その他材料
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

木製工事用標示板（外枠） 供用日720日以上 台 本土 8,100 4

木製工事用標示板（外枠） 供用日720日以上 台 隠岐１ 11,100 4

木製工事用標示板（外枠） 供用日720日以上 台 隠岐２ 11,900 4

木製工事用標示板（外枠） 供用日720日以上 台 隠岐３ 11,900 4

木製工事用看板（外枠） 供用日180日未満 台 本土 2,720 5

木製工事用看板（外枠） 供用日180日未満 台 隠岐１ 4,270 5

木製工事用看板（外枠） 供用日180日未満 台 隠岐２ 4,580 5

木製工事用看板（外枠） 供用日180日未満 台 隠岐３ 4,580 5

木製工事用看板（外枠） 供用日180～360日 台 本土 3,310 5

木製工事用看板（外枠） 供用日180～360日 台 隠岐１ 5,250 5

木製工事用看板（外枠） 供用日180～360日 台 隠岐２ 5,630 5

木製工事用看板（外枠） 供用日180～360日 台 隠岐３ 5,630 5

木製工事用看板（外枠） 供用日360～720日 台 本土 4,870 5

木製工事用看板（外枠） 供用日360～720日 台 隠岐１ 7,790 5

木製工事用看板（外枠） 供用日360～720日 台 隠岐２ 8,360 5

木製工事用看板（外枠） 供用日360～720日 台 隠岐３ 8,360 5

木製工事用看板（外枠） 供用日720日以上 台 本土 6,440 5

木製工事用看板（外枠） 供用日720日以上 台 隠岐１ 10,300 5

木製工事用看板（外枠） 供用日720日以上 台 隠岐２ 11,000 5

木製工事用看板（外枠） 供用日720日以上 台 隠岐３ 11,000 5

木製工事用バリケード 供用日180日未満 台 本土 6,160

木製工事用バリケード 供用日180日未満 台 隠岐１ 8,710

木製工事用バリケード 供用日180日未満 台 隠岐２ 9,020

木製工事用バリケード 供用日180日未満 台 隠岐３ 9,020

木製工事用バリケード 供用日180～360日 台 本土 7,620

木製工事用バリケード 供用日180～360日 台 隠岐１ 10,800

木製工事用バリケード 供用日180～360日 台 隠岐２ 11,100

１．賃貸業者置場渡し・置場戻し。
２．賃貸業者置場渡し・置場戻し。フラットパネルタイプ、ロールシール ツタ・黄小花模様 全面貼付加工品
３．現場渡し。仮囲い鋼板用　上下に使用
４．標示板1,400mm×1,100mm用
５．看板1,400mm×550mm用
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１－２－４７　　仮設材、その他材料
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

木製工事用バリケード 供用日180～360日 台 隠岐３ 11,100

木製工事用バリケード 供用日360～720日 台 本土 11,300

木製工事用バリケード 供用日360～720日 台 隠岐１ 16,100

木製工事用バリケード 供用日360～720日 台 隠岐２ 16,700

木製工事用バリケード 供用日360～720日 台 隠岐３ 16,700

木製工事用バリケード 供用日720日以上 台 本土 15,000

木製工事用バリケード 供用日720日以上 台 隠岐１ 21,400

木製工事用バリケード 供用日720日以上 台 隠岐２ 22,200

木製工事用バリケード 供用日720日以上 台 隠岐３ 22,200

１．賃貸業者置場渡し・置場戻し。
２．賃貸業者置場渡し・置場戻し。フラットパネルタイプ、ロールシール ツタ・黄小花模様 全面貼付加工品
３．現場渡し。仮囲い鋼板用　上下に使用
４．標示板1,400mm×1,100mm用
５．看板1,400mm×550mm用
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１－２－４９　　重圧管

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

重圧管　１種 φ２００×Ｌ２，０００mm 本 本土 12,900

重圧管　１種 φ２００×Ｌ２，０００mm 本 隠岐 14,700

重圧管　１種 φ２５０×Ｌ２，０００mm 本 本土 15,800

重圧管　１種 φ２５０×Ｌ２，０００mm 本 隠岐 18,000

重圧管　１種 φ３００×Ｌ２，０００mm 本 本土 18,600

重圧管　１種 φ３００×Ｌ２，０００mm 本 隠岐 21,400

重圧管　１種 φ３５０×Ｌ２，０００mm 本 本土 22,300

重圧管　１種 φ３５０×Ｌ２，０００mm 本 隠岐 25,700

重圧管　１種 φ４００×Ｌ２，０００mm 本 本土 26,700

重圧管　１種 φ４００×Ｌ２，０００mm 本 隠岐 31,100

重圧管　１種 φ５００×Ｌ２，０００mm 本 本土 34,100

重圧管　１種 φ５００×Ｌ２，０００mm 本 隠岐 40,600

重圧管　１種 φ６００×Ｌ２，０００mm 本 本土 44,000

重圧管　１種 φ６００×Ｌ２，０００mm 本 隠岐 52,400

重圧管　１種 φ７００×Ｌ２，０００mm 本 本土 55,000

重圧管　１種 φ７００×Ｌ２，０００mm 本 隠岐 66,200

重圧管　１種 φ８００×Ｌ２，０００mm 本 本土 67,600

重圧管　１種 φ８００×Ｌ２，０００mm 本 隠岐 81,300

重圧管　１種 φ１０００×Ｌ２，０００mm 本 本土 101,000

重圧管　１種 φ１０００×Ｌ２，０００mm 本 隠岐 122,000
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１－２－５０　　補強土壁資材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鋼製壁面材(一般部・FWMA枠) ６００×２０００(付属品含む） 組 本土 9,350

鋼製壁面材(一般部・FWMA枠) ６００×２０００(付属品含む） 組 隠岐 9,810

鋼製壁面材(天端部・FWMAB枠) ６００×２０００(付属品含む） 組 本土 9,350

鋼製壁面材(天端部・FWMAB枠) ６００×２０００(付属品含む） 組 隠岐 9,810

鋼製壁面材(AZパネル) ６００×２０００(付属品含む） 組 本土 8,500

鋼製壁面材(AZパネル) ６００×２０００(付属品含む） 組 隠岐 8,920

鋼製壁面材(一般部・VRL) φ6、H850×W1830×L780(付属品含む） 組 本土 7,240

鋼製壁面材(一般部・VRL) φ6、H850×W1830×L780(付属品含む） 組 隠岐 7,600

鋼製壁面材(一般部・VRM)　 φ7.5、H850×W1830×L784(付属品含む） 組 本土 8,120

鋼製壁面材(一般部・VRM)　 φ7.5、H850×W1830×L784(付属品含む） 組 隠岐 8,520

鋼製壁面材(一般部・VRH) φ9、H850×W1830×L785(付属品含む） 組 本土 8,940

鋼製壁面材(一般部・VRH) φ9、H850×W1830×L785(付属品含む） 組 隠岐 9,380

鋼製壁面材(天端部・VRA) φ6、H1309×W1830×L1030(付属品含む） 組 本土 14,800

鋼製壁面材(天端部・VRA) φ6、H1309×W1830×L1030(付属品含む） 組 隠岐 15,500

鋼製壁面材(天端部・VRT) φ6、H809×W1830×L780(付属品含む） 組 本土 8,220

鋼製壁面材(天端部・VRT) φ6、H809×W1830×L780(付属品含む） 組 隠岐 8,630

鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUL) φ6、H850×W1830×L1530（付属品含む） 組 本土 5,670

鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUL) φ6、H850×W1830×L1530（付属品含む） 組 隠岐 5,950

鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUM) φ7.5、H850×W1830×L1534(付属品含む） 組 本土 7,560

鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUM) φ7.5、H850×W1830×L1534(付属品含む） 組 隠岐 7,930

鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUH) φ9、H850×W1830×L1535(付属品含む） 組 本土 11,300

鋼製壁面材(壁面材+安定補助材VUH) φ9、H850×W1830×L1535(付属品含む） 組 隠岐 11,800
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１－３－１　　電力基本料金
１．基本料金は、１ヶ月当り単価とする。
２．基本料金は、間接工事費に計上する。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

低圧電力（５０ＫＷ未満） 常時（１年以上） kw 統一 *3

高圧電力（50ＫＷ～500ＫＷ未満） 常時（１年以上） kw 統一 *3

臨時電力（定額制供給５ＫＷ以下） 臨時（１年未満） kw／日 統一 *3

臨時電力(従量制供給5KW超過)低圧電力 臨時（１年未満） kw 統一 *3

臨時電力(従量制供給5KW超過)高圧電力(A)臨時（１年未満） kw 統一 *3

電力基本料金・臨時（１年未満） 定額制供給０．５ｋｗ以下 kw／日 統一 *3

中国電力ＨＰ参照
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１－３－２　　電力量料金
１．電力量料金は、直接工事費に計上するものとする。
２．夏季とは、７月１日～９月３０日とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

電力量料金　 臨時電力（従量制供給５ＫＷ超過） 100kwＨ 統一 *3 一般　低圧電力

電力量料金　 臨時電力（従量制供給５ＫＷ超過） 100kwＨ 統一 *3 一般　高圧電力Ａ

電力量料金　 臨時電力（従量制供給５ＫＷ超過） 100kwＨ 統一 *3 夏季　低圧電力

電力量料金　 臨時電力（従量制供給５ＫＷ超過） 100kwＨ 統一 *3 夏季　高圧電力Ａ

電力量料金　 低圧電力（５０ＫＷ未満） 100kwＨ 統一 *3 一般

電力量料金　 低圧電力（５０ＫＷ未満） 100kwＨ 統一 *3 夏季

電力量料金　 高圧電力（50ＫＷ～500ＫＷ未満） 100kwＨ 統一 *3 一般

電力量料金　 高圧電力（50ＫＷ～500ＫＷ未満） 100kwＨ 統一 *3 夏季

中国電力ＨＰ参照
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１－４－１　　機械設備関係

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

機械設備製作工 標準賃金 日 統一 *3

機械設備据付工 標準賃金 日 統一 *3

解体撤去工 賃金 日 統一 *3

点検整備工 賃金 日 統一 *3
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１－５－１　　営繕費積上げ損料類

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

備品損料 机，黒板，エアコン，ロッカー等 月 統一 *3

火薬庫 鋼製移動式 ２ｔ庫 ５.０m2 ２級火薬庫 現場 統一 *3

火工品庫 鋼製移動式 １ｔ庫 ３.２m2 現場 統一 *3

取扱所 鋼製移動式 　　　 ３.２m2 現場 統一 *3

火工所 組立テント式　　　１.９m2 現場 統一 *3
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２－１－１　　鉄筋工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鉄筋工 一般構造物 ｔ 統一 *2 機・労

鉄筋工 場所打杭用かご筋 ｔ 統一 *2 機・労
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２－１－２　　鉄筋工（ガス圧接工）

名称 規格 単位 単価地区 運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ガス圧接工 Ｄ１９＋Ｄ１９ 箇所 本土 *2

ガス圧接工 Ｄ１９＋Ｄ１９ 箇所 隠岐 487 機・労・材

ガス圧接工 Ｄ２２＋Ｄ２２ 箇所 本土 *2

ガス圧接工 Ｄ２２＋Ｄ２２ 箇所 隠岐 510 機・労・材

ガス圧接工 Ｄ２５＋Ｄ２５ 箇所 本土 *2

ガス圧接工 Ｄ２５＋Ｄ２５ 箇所 隠岐 533 機・労・材

ガス圧接工 Ｄ２９＋Ｄ２９ 箇所 本土 *2

ガス圧接工 Ｄ２９＋Ｄ２９ 箇所 隠岐 787 機・労・材

ガス圧接工 Ｄ３２＋Ｄ３２ 箇所 本土 *2

ガス圧接工 Ｄ３２＋Ｄ３２ 箇所 隠岐 889 機・労・材

ガス圧接工 Ｄ３５＋Ｄ３５ 箇所 本土 *2

ガス圧接工 Ｄ３５＋Ｄ３５ 箇所 隠岐 1,240 機・労・材

ガス圧接工 Ｄ３８＋Ｄ３８ 箇所 本土 *2

ガス圧接工 Ｄ３８＋Ｄ３８ 箇所 隠岐 1,820 機・労・材

ガス圧接工 Ｄ４１＋Ｄ４１ 箇所 本土 *2

ガス圧接工 Ｄ４１＋Ｄ４１ 箇所 隠岐 3,150 機・労・材

ガス圧接工 Ｄ５１＋Ｄ５１ 箇所 本土 *2

ガス圧接工 Ｄ５１＋Ｄ５１ 箇所 隠岐 4,630 機・労・材
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２－１－３　　区画線設置工

名称 規格 単位 単価地区 運搬換算質量 単価 注釈 摘要

区画線工 溶融式・実線・ゼブラ・幅１５cm m 本土 *2

区画線工 溶融式・実線・ゼブラ・幅１５cm m 隠岐 249 機・労・材

区画線工 溶融式・実線・ゼブラ・幅２０cm m 本土 *2

区画線工 溶融式・実線・ゼブラ・幅２０cm m 隠岐 285 機・労・材

区画線工 溶融式・実線・ゼブラ・幅３０cm m 本土 *2

区画線工 溶融式・実線・ゼブラ・幅３０cm m 隠岐 463 機・労・材

区画線工 溶融式・実線・ゼブラ・幅４５cm m 本土 *2

区画線工 溶融式・実線・ゼブラ・幅４５cm m 隠岐 577 機・労・材

区画線工 溶融式・破線・幅１５cm m 本土 *2

区画線工 溶融式・破線・幅１５cm m 隠岐 254 機・労・材

区画線工 溶融式・破線・幅２０cm m 本土 *2

区画線工 溶融式・破線・幅２０cm m 隠岐 305 機・労・材

区画線工 溶融式・破線・幅３０cm m 本土 *2

区画線工 溶融式・破線・幅３０cm m 隠岐 468 機・労・材

区画線工 溶融式・破線・幅４５cm m 本土 *2

区画線工 溶融式・破線・幅４５cm m 隠岐 577 機・労・材

区画線工 溶融式・矢印・記号・文字・幅１５cm換算 m 本土 *2

区画線工 溶融式・矢印・記号・文字・幅１５cm換算 m 隠岐 479 機・労・材

区画線工 ペイント式溶剤型・実線・加熱式・１５cm m 本土 *2

区画線工 ペイント式溶剤型・実線・加熱式・１５cm m 隠岐 103 機・労・材

区画線工 ペイント式溶剤型・実線・常温式・１５cm m 本土 *2

区画線工 ペイント式溶剤型・実線・常温式・１５cm m 隠岐 77 機・労・材

区画線工 ペイント式溶剤型・破線・加熱式・１５cm m 本土 *2

区画線工 ペイント式溶剤型・破線・加熱式・１５cm m 隠岐 113 機・労・材

区画線工 ペイント式溶剤型・破線・加熱式・３０cm m 本土 *2

区画線工 ペイント式溶剤型・破線・加熱式・３０cm m 隠岐 186 機・労・材

区画線工 ペイント式溶剤型・破線・常温式・１５cm m 本土 *2

区画線工 ペイント式溶剤型・破線・常温式・１５cm m 隠岐 82 機・労・材
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２－１－３　　区画線設置工

名称 規格 単位 単価地区 運搬換算質量 単価 注釈 摘要

区画線工 ペイント式水性型・実線・加熱式・１５cm m 本土 *2

区画線工 ペイント式水性型・実線・加熱式・１５cm m 隠岐 123 機・労・材

区画線工 ペイント式水性型・実線・常温式・１５cm m 本土 *2

区画線工 ペイント式水性型・実線・常温式・１５cm m 隠岐 92 機・労・材

区画線工 ペイント式水性型・破線・加熱式・１５cm m 本土 *2

区画線工 ペイント式水性型・破線・加熱式・１５cm m 隠岐 133 機・労・材

区画線工 ペイント式水性型・破線・加熱式・３０cm m 本土 *2

区画線工 ペイント式水性型・破線・加熱式・３０cm m 隠岐 226 機・労・材

区画線工 ペイント式水性型・破線・常温式・１５cm m 本土 *2

区画線工 ペイント式水性型・破線・常温式・１５cm m 隠岐 97 機・労・材

区画線消去工（削り取り式） 幅１５cm換算 m 統一 *2 機・労

区画線消去工（ウォータージェット式） 幅１５cm換算600m以上 m 統一 *2 機・労

区画線消去工（ウォータージェット式） 幅１５cm換算600m未満 式 統一 *2 機・労
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２－１－４　　高視認性区画線工

名称 規格 単位 単価地区 運搬換算質量 単価 注釈 摘要

高視認性区画線（リブ式） 溶融式・実線・幅１５cm ｍ 本土 *2

高視認性区画線（リブ式） 溶融式・実線・幅１５cm ｍ 隠岐 566 機・労・材

高視認性区画線（リブ式） 溶融式・実線・幅２０cm m 本土 *2

高視認性区画線（リブ式） 溶融式・実線・幅２０cm m 隠岐 713 機・労・材

高視認性区画線（リブ式） 溶融式・実線・幅３０cm m 本土 *2

高視認性区画線（リブ式） 溶融式・実線・幅３０cm m 隠岐 1,000 機・労・材

高視認性区画線（リブ式） ２液反応式・実線・幅１５cm m 本土 *2

高視認性区画線（リブ式） ２液反応式・実線・幅１５cm m 隠岐 621 機・労・材

高視認性区画線（リブ式） ２液反応式・実線・幅２０cm m 本土 *2

高視認性区画線（リブ式） ２液反応式・実線・幅２０cm m 隠岐 782 機・労・材

高視認性区画線（リブ式） ２液反応式・実線・幅３０cm m 本土 *2

高視認性区画線（リブ式） ２液反応式・実線・幅３０cm m 隠岐 1,050 機・労・材

高視認性区画線（非リブ式） 溶融式･実線・ゼブラ･幅１５cm m 本土 *2

高視認性区画線（非リブ式） 溶融式･実線・ゼブラ･幅１５cm m 隠岐 495 機・労・材

高視認性区画線（非リブ式） 溶融式･実線・ゼブラ･幅２０cm m 本土 *2

高視認性区画線（非リブ式） 溶融式･実線・ゼブラ･幅２０cm m 隠岐 627 機・労・材

高視認性区画線（非リブ式） 溶融式･実線・ゼブラ･幅３０cm m 本土 *2

高視認性区画線（非リブ式） 溶融式･実線・ゼブラ･幅３０cm m 隠岐 901 機・労・材

高視認性区画線（非リブ式） 溶融式･実線・ゼブラ･幅４５cm m 本土 *2

高視認性区画線（非リブ式） 溶融式･実線・ゼブラ･幅４５cm m 隠岐 1,280 機・労・材

高視認性区画線 貼付式・白色・黄色・幅１５cm換算 m 本土 *2

高視認性区画線 貼付式・白色・黄色・幅１５cm換算 m 隠岐 2,350 機・労・材

高視認性区画線消去（削り取り式） 幅１５cm換算 m 統一 *2 機・労
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２－１－５　　インターロッキングブロック工

名称 規格 単位 単価地区 運搬換算質量 単価 注釈 摘要

インターロッキングブロック工 一般部直線配置・厚６cm m2 本土 *2

インターロッキングブロック工 一般部直線配置・厚６cm m2 隠岐 5,450 機・労・材

インターロッキングブロック工 一般部直線配置・厚８cm m2 本土 *2

インターロッキングブロック工 一般部直線配置・厚８cm m2 隠岐 5,990 機・労・材

インターロッキングブロック工 一般部曲線配置・厚６cm m2 本土 *2

インターロッキングブロック工 一般部曲線配置・厚６cm m2 隠岐 5,850 機・労・材

インターロッキングブロック工 一般部曲線配置・厚８cm m2 本土 *2

インターロッキングブロック工 一般部曲線配置・厚８cm m2 隠岐 6,390 機・労・材

インターロッキングブロック工 一般部直線配置（３色色合わせ）・厚６cm m2 本土 *2

インターロッキングブロック工 一般部直線配置（３色色合わせ）・厚６cm m2 隠岐 5,450 機・労・材

インターロッキングブロック工 一般部直線配置（３色色合わせ）・厚８cm m2 本土 *2

インターロッキングブロック工 一般部直線配置（３色色合わせ）・厚８cm m2 隠岐 5,990 機・労・材

インターロッキングブロック工 一般部曲線配置（３色色合わせ）・厚６cm m2 本土 *2

インターロッキングブロック工 一般部曲線配置（３色色合わせ）・厚６cm m2 隠岐 5,850 機・労・材

インターロッキングブロック工 一般部曲線配置（３色色合わせ）・厚８cm m2 本土 *2

インターロッキングブロック工 一般部曲線配置（３色色合わせ）・厚８cm m2 隠岐 6,390 機・労・材

インターロッキングブロック撤去 一般部・再使用目的の撤去 m2 統一 *2 機・労

インターロッキングブロック撤去 一般部・とりこわし m2 統一 *2 機・労
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２－１－６　　防護柵設置工（ガードレール）

名称 規格 単位 単価地区 運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ塗装　土中建込 m 本土 *2

ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ塗装　土中建込 m 隠岐 7,110 機・労・材

ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ塗装　土中建込 m 本土 *2

ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ塗装　土中建込 m 隠岐 6,160 機・労・材

ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅメッキ　土中建込 m 本土 *2

ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅメッキ　土中建込 m 隠岐 7,660 機・労・材

ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ塗装　コンクリート建込 m 本土 *2

ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ塗装　コンクリート建込 m 隠岐 8,060 機・労・材

ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ塗装　コンクリート建込 m 本土 *2

ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ塗装　コンクリート建込 m 隠岐 7,200 機・労・材

ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｂ－２Ｂメッキ　コンクリート建込 m 本土 *2

ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｂ－２Ｂメッキ　コンクリート建込 m 隠岐 8,620 機・労・材

ガ－ドレ－ル・曲げ支柱加算額 Ｂ・Ｃタイプ  支柱間隔  ４ｍ m 統一 *2

ガ－ドレ－ル・曲げ支柱加算額 Ｂ・Ｃタイプ  支柱間隔  ２ｍ m 統一 *2

ガ－ドレ－ル・部材設置（レール） 路側用・橋梁用  Ｂ・Ｃ種 m 統一 *2 機・労

ガ－ドレ－ル・部材撤去（レール） 路側用・橋梁用  Ｂ・Ｃ種 m 統一 *2 機・労

ガ－ドレ－ル撤去工 土中建込み用　Ｂ・Ｃ（４Ｅ） m 統一 *2 機・労

ガ－ドレ－ル撤去工 コンクリ－ト建込み用　Ｂ・Ｃ（２Ｂ） m 統一 *2 機・労
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２－１－７　　防護柵設置工（ガードパイプ）

名称 規格 単位 単価地区 運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ塗装　土中建込 m 本土 *2

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ塗装　土中建込 m 隠岐 15,900 機・労・材

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ塗装　土中建込 m 本土 *2

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ塗装　土中建込 m 隠岐 12,100 機・労・材

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ塗装　土中建込 m 本土 *2

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ塗装　土中建込 m 隠岐 10,900 機・労・材

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅメッキ　土中建込 m 本土 *2

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅメッキ　土中建込 m 隠岐 17,000 機・労・材

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅメッキ　土中建込 m 本土 *2

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅメッキ　土中建込 m 隠岐 12,800 機・労・材

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ塗装　コンクリート建込 m 本土 *2

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ塗装　コンクリート建込 m 隠岐 12,600 機・労・材

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ塗装　コンクリート建込 m 本土 *2

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ塗装　コンクリート建込 m 隠岐 9,750 機・労・材

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ塗装　コンクリート建込 m 本土 *2

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ塗装　コンクリート建込 m 隠岐 8,820 機・労・材

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂメッキ　コンクリート建込 m 本土 *2

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂメッキ　コンクリート建込 m 隠岐 13,300 機・労・材

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂメッキ　コンクリート建込 m 本土 *2

ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂメッキ　コンクリート建込 m 隠岐 10,200 機・労・材

ガードパイプ部材設置（パイプ） 歩車道境界用Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ支柱間隔２ｍ m 統一 *2 機・労

ガードパイプ撤去工 土中建込用Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ　２Ｅ m 統一 *2 機・労

ガードパイプ撤去工 土中建込用Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ　２Ｅ m 統一 *2 機・労

ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ　２Ｂ m 統一 *2 機・労

ガードパイプ撤去工 コンクリート建込用Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ　２Ｂ m 統一 *2 機・労

ガードパイプ部材撤去（パイプ） 歩車道境界用Ａｐ・Ｂｐ・Ｃｐ支柱間隔２ｍ m 統一 *2 機・労

ガードパイプ・曲げ支柱加算額 Ｂ・Ｃ種　支柱間隔２ｍ m 統一 *2
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２－１－８　　防護柵設置工（横断・転落防止柵）

名称 規格 単位 単価地区 運搬換算質量 単価 注釈 摘要

横断・転落防止柵設置工 土中建込　支柱間隔３ｍ m 統一 *2 機・労

横断・転落防止柵設置工（ビーム・パネル式） プレキャストコンクリートブロック建込　支柱間隔３ｍ m 統一 *2 機・労

横断・転落防止柵設置工（門型） プレキャストコンクリートブロック建込　支柱間隔３ｍ m 統一 *2 機・労

横断・転落防止柵設置工（ビーム・パネル式） コンクリート建込　支柱間隔３ｍ m 統一 *2 機・労

横断・転落防止柵設置工（門型） コンクリート建込　支柱間隔３ｍ m 統一 *2 機・労

横断・転落防止柵設置工 アンカーボルト固定　支柱間隔３ｍ m 統一 *2 機・労

横断・転落防止柵撤去 土中建込　支柱間隔３ｍ m 統一 *2 機・労

横断・転落防止柵撤去（ビーム・パネル式） プレキャストコンクリートブロック建込　支柱間隔３ｍm 統一 *2 機・労

横断・転落防止柵撤去（門型） プレキャストコンクリートブロック建込　支柱間隔３ｍm 統一 *2 機・労

横断・転落防止柵撤去（ビーム・パネル式） コンクリート建込　支柱間隔３ｍ m 統一 *2 機・労

横断・転落防止柵撤去（門型） コンクリート建込　支柱間隔３ｍ m 統一 *2 機・労

横断・転落防止柵撤去 アンカーボルト固定　支柱間隔３ｍ m 統一 *2 機・労

横断・転落防止柵部材設置　ビーム・パネル 支柱間隔３ｍ m 統一 *2 機・労

横断・転落防止柵部材撤去　ビーム・パネル 支柱間隔３ｍ m 統一 *2 機・労
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２－１－９　　防護柵設置工（落石防護柵）

名称 規格 単位 単価地区 運搬換算質量 単価 注釈 摘要

落石防護柵 中間支柱　柵高１．５０ｍ 本 本土 *2

落石防護柵 中間支柱　柵高１．５０ｍ 本 隠岐 17,800 機・労・材

落石防護柵 中間支柱　柵高２．００ｍ 本 本土 *2

落石防護柵 中間支柱　柵高２．００ｍ 本 隠岐 22,100 機・労・材

落石防護柵 中間支柱　柵高２．５０ｍ 本 本土 *2

落石防護柵 中間支柱　柵高２．５０ｍ 本 隠岐 27,100 機・労・材

落石防護柵 中間支柱　柵高３．００ｍ 本 本土 *2

落石防護柵 中間支柱　柵高３．００ｍ 本 隠岐 31,700 機・労・材

落石防護柵 中間支柱　柵高３．５０ｍ 本 本土 *2

落石防護柵 中間支柱　柵高３．５０ｍ 本 隠岐 36,700 機・労・材

落石防護柵 中間支柱　柵高４．００ｍ 本 本土 *2

落石防護柵 中間支柱　柵高４．００ｍ 本 隠岐 80,800 機・労・材

落石防護柵 端末支柱　柵高１．５０ｍ 本 本土 *2

落石防護柵 端末支柱　柵高１．５０ｍ 本 隠岐 85,300 機・労・材

落石防護柵 端末支柱　柵高２．００ｍ 本 本土 *2

落石防護柵 端末支柱　柵高２．００ｍ 本 隠岐 107,000 機・労・材

落石防護柵 端末支柱　柵高２．５０ｍ 本 本土 *2

落石防護柵 端末支柱　柵高２．５０ｍ 本 隠岐 145,000 機・労・材

落石防護柵 端末支柱　柵高３．００ｍ 本 本土 *2

落石防護柵 端末支柱　柵高３．００ｍ 本 隠岐 171,000 機・労・材

落石防護柵 端末支柱　柵高３．５０ｍ 本 本土 *2

落石防護柵 端末支柱　柵高３．５０ｍ 本 隠岐 194,000 機・労・材

落石防護柵 端末支柱　柵高４．００ｍ 本 本土 *2

落石防護柵 端末支柱　柵高４．００ｍ 本 隠岐 238,000 機・労・材

落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高１．５０ｍ m 本土 *2

落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高１．５０ｍ m 隠岐 7,110 機・労・材

落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高２．００ｍ m 本土 *2

落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高２．００ｍ m 隠岐 10,000 機・労・材
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２－１－９　　防護柵設置工（落石防護柵）

名称 規格 単位 単価地区 運搬換算質量 単価 注釈 摘要

落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高２．５０ｍ m 本土 *2

落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高２．５０ｍ m 隠岐 11,600 機・労・材

落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高３．００ｍ m 本土 *2

落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高３．００ｍ m 隠岐 14,600 機・労・材

落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高３．５０ｍ m 本土 *2

落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高３．５０ｍ m 隠岐 17,000 機・労・材

落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高４．００ｍ m 本土 *2

落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高４．００ｍ m 隠岐 19,900 機・労・材

耐雪型落石防護柵ロープ・金網 上弦材付き　柵高１．５０ｍ m 本土 *2

耐雪型落石防護柵ロープ・金網 上弦材付き　柵高１．５０ｍ m 隠岐 15,000 機・労・材

耐雪型落石防護柵ロープ・金網 上弦材付き　柵高２．００ｍ m 本土 *2

耐雪型落石防護柵ロープ・金網 上弦材付き　柵高２．００ｍ m 隠岐 18,700 機・労・材

耐雪型落石防護柵ロープ・金網 上弦材付き　柵高２．５０ｍ m 本土 *2

耐雪型落石防護柵ロープ・金網 上弦材付き　柵高２．５０ｍ m 隠岐 20,400 機・労・材

耐雪型落石防護柵ロープ・金網 上弦材付き　柵高３．００ｍ m 本土 *2

耐雪型落石防護柵ロープ・金網 上弦材付き　柵高３．００ｍ m 隠岐 23,200 機・労・材

曲支柱加算額 柵高３．５ｍ以下 本 統一 *2

曲支柱加算額 柵高４．０ｍ以下 本 統一 *2

ステーロープ 岩盤用アンカー込み 本 本土 *2

ステーロープ 岩盤用アンカー込み 本 隠岐 17,200 機・労・材
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２－１－１０　　防護柵設置工（落石防止網）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

金網・ロープ設置 Ｚ－ＧＳ３，４　φ２．６mm m2 本土 *2

金網・ロープ設置 Ｚ－ＧＳ３，４　φ２．６mm m2 隠岐 2,700 機・労・材

金網・ロープ設置 Ｚ－ＧＳ３，４　φ３．２mm m2 本土 *2

金網・ロープ設置 Ｚ－ＧＳ３，４　φ３．２mm m2 隠岐 3,240 機・労・材

金網・ロープ設置 Ｚ－ＧＳ３，４　φ４．０mm m2 本土 *2

金網・ロープ設置 Ｚ－ＧＳ３，４　φ４．０mm m2 隠岐 4,200 機・労・材

金網・ロープ設置 Ｚ－ＧＳ３，４　φ５．０mm m2 本土 *2

金網・ロープ設置 Ｚ－ＧＳ３，４　φ５．０mm m2 隠岐 5,510 機・労・材

アンカー設置 岩盤用φ２２mm×１０００mm 箇所 本土 *2

アンカー設置 岩盤用φ２２mm×１０００mm 箇所 隠岐 11,100 機・労・材

アンカー設置 岩盤用φ２５mm×１０００mm 箇所 本土 *2

アンカー設置 岩盤用φ２５mm×１０００mm 箇所 隠岐 11,600 機・労・材

アンカー設置 岩盤用φ２９mm×１０００mm 箇所 本土 *2

アンカー設置 岩盤用φ２９mm×１０００mm 箇所 隠岐 12,100 機・労・材

アンカー設置 岩盤用φ３２mm×１０００mm 箇所 本土 *2

アンカー設置 岩盤用φ３２mm×１０００mm 箇所 隠岐 13,200 機・労・材

アンカー設置 羽付アンカーφ２５mm×１５００mm 箇所 本土 *2

アンカー設置 羽付アンカーφ２５mm×１５００mm 箇所 隠岐 10,200 機・労・材

アンカー設置 プレート羽付アンカー有効長１５００mm 箇所 本土 *2

アンカー設置 プレート羽付アンカー有効長１５００mm 箇所 隠岐 34,000 機・労・材

アンカー設置 プレート羽付アンカー有効長２０００mm 箇所 本土 *2

アンカー設置 プレート羽付アンカー有効長２０００mm 箇所 隠岐 41,100 機・労・材

アンカー設置 溝形鋼羽付アンカー有効長１５００mm 箇所 本土 *2

アンカー設置 溝形鋼羽付アンカー有効長１５００mm 箇所 隠岐 52,800 機・労・材

アンカー設置 溝形鋼羽付アンカー有効長２０００mm 箇所 本土 *2

アンカー設置 溝形鋼羽付アンカー有効長２０００mm 箇所 隠岐 59,400 機・労・材

ポケット式支柱設置 アンカー固定式　支柱高２．０ｍ 箇所 本土 *2

ポケット式支柱設置 アンカー固定式　支柱高２．０ｍ 箇所 隠岐 52,400 機・労・材
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２－１－１０　　防護柵設置工（落石防止網）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ポケット式支柱設置 アンカー固定式　支柱高２．５ｍ 箇所 本土 *2

ポケット式支柱設置 アンカー固定式　支柱高２．５ｍ 箇所 隠岐 54,900 機・労・材

ポケット式支柱設置 アンカー固定式　支柱高３．０ｍ 箇所 本土 *2

ポケット式支柱設置 アンカー固定式　支柱高３．０ｍ 箇所 隠岐 57,600 機・労・材

ポケット式支柱設置 アンカー固定式　支柱高３．５ｍ 箇所 本土 *2

ポケット式支柱設置 アンカー固定式　支柱高３．５ｍ 箇所 隠岐 60,000 機・労・材

ポケット式支柱設置 アンカー固定式　支柱高４．０ｍ 箇所 本土 *2

ポケット式支柱設置 アンカー固定式　支柱高４．０ｍ 箇所 隠岐 62,600 機・労・材
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２－１－１１　　道路標識設置工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

単柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ６０．５ 基 本土 *2

単柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ６０．５ 基 隠岐 28,300 機・労・材

単柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ７６．３ 基 本土 *2

単柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ７６．３ 基 隠岐 31,600 機・労・材

単柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ８９．１ 基 本土 *2

単柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ８９．１ 基 隠岐 41,300 機・労・材

単柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ１０１．６ 基 本土 *2

単柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ１０１．６ 基 隠岐 48,700 機・労・材

単柱式標識柱・基礎設置 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装φ６０．５ 基 本土 *2

単柱式標識柱・基礎設置 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装φ６０．５ 基 隠岐 28,800 機・労・材

単柱式標識柱・基礎設置 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装φ７６．３ 基 本土 *2

単柱式標識柱・基礎設置 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装φ７６．３ 基 隠岐 32,900 機・労・材

単柱式標識柱・基礎設置 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装φ８９．１ 基 本土 *2

単柱式標識柱・基礎設置 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装φ８９．１ 基 隠岐 45,600 機・労・材

単柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ６０．５ 基 本土 *2

単柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ６０．５ 基 隠岐 27,900 機・労・材

単柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ７６．３ 基 本土 *2

単柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ７６．３ 基 隠岐 31,700 機・労・材

単柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ８９．１ 基 本土 *2

単柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ８９．１ 基 隠岐 42,500 機・労・材

複柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ６０．５ 基 本土 *2

複柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ６０．５ 基 隠岐 54,400 機・労・材

複柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ７６．３ 基 本土 *2

複柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ７６．３ 基 隠岐 61,000 機・労・材

複柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ８９．１ 基 本土 *2

複柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ８９．１ 基 隠岐 82,400 機・労・材

複柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ１０１．６ 基 本土 *2

複柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ１０１．６ 基 隠岐 97,100 機・労・材
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２－１－１１　　道路標識設置工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

複柱式標識柱・基礎設置 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装φ６０．５ 基 本土 *2

複柱式標識柱・基礎設置 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装φ６０．５ 基 隠岐 55,300 機・労・材

複柱式標識柱・基礎設置 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装φ７６．３ 基 本土 *2

複柱式標識柱・基礎設置 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装φ７６．３ 基 隠岐 63,700 機・労・材

複柱式標識柱・基礎設置 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装φ８９．１ 基 本土 *2

複柱式標識柱・基礎設置 下地亜鉛ﾒｯｷ＋静電粉体塗装φ８９．１ 基 隠岐 91,000 機・労・材

複柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ６０．５ 基 本土 *2

複柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ６０．５ 基 隠岐 53,600 機・労・材

複柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ７６．３ 基 本土 *2

複柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ７６．３ 基 隠岐 61,200 機・労・材

複柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ８９．１ 基 本土 *2

複柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ８９．１ 基 隠岐 84,900 機・労・材

片持式標識柱設置＜手間＞ ４００kg未満 基 統一 *2 機・労

片持式標識柱設置＜手間＞ ４００kg以上 基 統一 *2 機・労

門型式標識柱設置＜手間＞ １スパン１０ｍ未満 基 統一 *2 機・労

門型式標識柱設置＜手間＞ １スパン１０ｍ以上２０ｍ未満 基 統一 *2 機・労

門型式標識柱設置＜手間＞ １スパン２０ｍ以上 基 統一 *2 機・労

標識板設置（案内標識） 広角プリズム  ２．０m2未満 m2 本土 *2

標識板設置（案内標識） 広角プリズム  ２．０m2未満 m2 隠岐 129,100 機・労・材

標識板設置（案内標識） 広角プリズム  ２．０m2以上 m2 本土 *2

標識板設置（案内標識） 広角プリズム  ２．０m2以上 m2 隠岐 119,100 機・労・材

標識板設置（案内標識） ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　２．０m2未満 m2 本土 *2

標識板設置（案内標識） ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　２．０m2未満 m2 隠岐 80,200 機・労・材

標識板設置（案内標識） ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　２．０m2以上 m2 本土 *2

標識板設置（案内標識） ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ　２．０m2以上 m2 隠岐 70,300 機・労・材

標識板設置（案内標識） 封入プリズム・封入レンズ  ２．０m2未満 m2 本土 *2

標識板設置（案内標識） 封入プリズム・封入レンズ  ２．０m2未満 m2 隠岐 62,800 機・労・材

標識板設置（案内標識） 封入プリズム・封入レンズ  ２．０m2以上 m2 本土 *2
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２－１－１１　　道路標識設置工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

標識板設置（案内標識） 封入プリズム・封入レンズ  ２．０m2以上 m2 隠岐 52,900 機・労・材

標識板設置（既製品）＜手間＞ 路線番号、警戒・規制・指示標識 基 統一 *2 機・労

添架式標識取付金具設置 信号ア－ム部 基 本土 *2

添架式標識取付金具設置 信号ア－ム部 基 隠岐 8,300 機・労・材

添架式標識取付金具設置 照明柱・既設標識柱 基 本土 *2

添架式標識取付金具設置 照明柱・既設標識柱 基 隠岐 10,100 機・労・材

添架式標識取付金具設置＜手間＞ 歩道橋 基 統一 *2 機・労

道路標識　基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ　4.0m3未満 m3 本土 *2

道路標識　基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ　4.0m3未満 m3 隠岐 83,500 機・労・材

道路標識　基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ　4.0m3以上 6.0m3未満 m3 本土 *2

道路標識　基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ　4.0m3以上 6.0m3未満 m3 隠岐 72,200 機・労・材

道路標識　基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ　6.0m3以上 m3 本土 *2

道路標識　基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ　6.0m3以上 m3 隠岐 61,700 機・労・材

単柱式標識柱・基礎撤去＜手間＞ 柱径φ６０．５～φ１０１．６ 基 統一 *2 機・労

複柱式標識柱・基礎撤去＜手間＞ 柱径φ６０．５～φ１０１．６ 基 統一 *2 機・労

片持式標識柱撤去＜手間＞ ４００kg未満 基 統一 *2 機・労

片持式標識柱撤去＜手間＞ ４００kg以上 基 統一 *2 機・労

門型式標識柱撤去＜手間＞ １スパン１０ｍ未満 基 統一 *2 機・労

門型式標識柱撤去＜手間＞ １スパン１０ｍ以上２０ｍ未満 基 統一 *2 機・労

門型式標識柱撤去＜手間＞ １スパン２０ｍ以上 基 統一 *2 機・労

標識板撤去（路側式）＜手間＞ 路線番号、警戒・規制・指示標識 基 統一 *2 機・労

標識板撤去（案内標識）＜手間＞ ２．０m2未満 m2 統一 *2 機・労

標識板撤去（案内標識）＜手間＞ ２．０m2以上 m2 統一 *2 機・労

標識板撤去（添架式標識板）＜手間＞ 信号ア－ム部 基 統一 *2 機・労

標識板撤去（添架式標識板）＜手間＞ 照明柱・既設標識柱 基 統一 *2 機・労

標識板撤去（添架式標識板）＜手間＞ 歩道橋 基 統一 *2 機・労

道路標識　基礎撤去＜手間＞ コンクリート基礎 m3 統一 *2 機・労

路側式標識　曲げ支柱加算額 φ60.5mm 本 統一 *2
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２－１－１１　　道路標識設置工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

路側式標識　曲げ支柱加算額 φ76.3mm 本 統一 *2

路側式標識　曲げ支柱加算額 φ89.1mm 本 統一 *2

標識板の裏面塗装加算額 m2 統一 *2

道路標識　アンカ－ボルト加算額 材料価格 kg 本土 *2

道路標識　アンカ－ボルト加算額 材料価格 kg 隠岐 567

道路標識　取付金具の加算額 材料価格 段 本土 *2

道路標識　取付金具の加算額 材料価格 段 隠岐 -
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２－１－１２　　道路付属物工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

視線誘導標設置　土中建込用 両面反射φ１００以下　支柱径φ３４ 本 本土 *2

視線誘導標設置　土中建込用 両面反射φ１００以下　支柱径φ３４ 本 隠岐 6,120 機・労・材

視線誘導標設置　土中建込用 両面反射φ１００以下　支柱径φ６０．５ 本 本土 *2

視線誘導標設置　土中建込用 両面反射φ１００以下　支柱径φ６０．５ 本 隠岐 7,020 機・労・材

視線誘導標設置　土中建込用 両面反射φ１００以下　支柱径φ８９ 本 本土 *2

視線誘導標設置　土中建込用 両面反射φ１００以下　支柱径φ８９ 本 隠岐 6,420 機・労・材

視線誘導標設置　土中建込用 両面反射φ３００　支柱径φ６０．５ 本 本土 *2

視線誘導標設置　土中建込用 両面反射φ３００　支柱径φ６０．５ 本 隠岐 19,370 機・労・材

視線誘導標設置　土中建込用 片面反射φ１００以下　支柱径φ３４ 本 本土 *2

視線誘導標設置　土中建込用 片面反射φ１００以下　支柱径φ３４ 本 隠岐 5,580 機・労・材

視線誘導標設置　土中建込用 片面反射φ１００以下　支柱径φ６０．５ 本 本土 *2

視線誘導標設置　土中建込用 片面反射φ１００以下　支柱径φ６０．５ 本 隠岐 6,480 機・労・材

視線誘導標設置　土中建込用 片面反射φ１００以下　支柱径φ８９ 本 本土 *2

視線誘導標設置　土中建込用 片面反射φ１００以下　支柱径φ８９ 本 隠岐 6,200 機・労・材

視線誘導標設置　土中建込用 片面反射φ３００　支柱径φ６０．５ 本 本土 *2

視線誘導標設置　土中建込用 片面反射φ３００　支柱径φ６０．５ 本 隠岐 11,570 機・労・材

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔あり 両面反射φ１００以下　支柱径φ３４ 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔あり 両面反射φ１００以下　支柱径φ３４ 本 隠岐 10,420 機・労・材

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔あり 両面反射φ１００以下　支柱径φ６０．５ 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔あり 両面反射φ１００以下　支柱径φ６０．５ 本 隠岐 11,130 機・労・材

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔あり 両面反射φ１００以下　支柱径φ８９ 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔あり 両面反射φ１００以下　支柱径φ８９ 本 隠岐 10,620 機・労・材

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔あり 両面反射φ３００　支柱径φ６０．５ 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔あり 両面反射φ３００　支柱径φ６０．５ 本 隠岐 23,560 機・労・材

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔あり 片面反射φ１００以下　支柱径φ３４ 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔あり 片面反射φ１００以下　支柱径φ３４ 本 隠岐 9,960 機・労・材

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔あり 片面反射φ１００以下　支柱径φ６０．５ 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔あり 片面反射φ１００以下　支柱径φ６０．５ 本 隠岐 10,630 機・労・材
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２－１－１２　　道路付属物工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔あり 片面反射φ１００以下　支柱径φ８９ 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔あり 片面反射φ１００以下　支柱径φ８９ 本 隠岐 10,420 機・労・材

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔あり 片面反射φ３００　支柱径φ６０．５ 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔あり 片面反射φ３００　支柱径φ６０．５ 本 隠岐 16,160 機・労・材

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔なし 両面反射φ１００以下　支柱径φ３４ 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔なし 両面反射φ１００以下　支柱径φ３４ 本 隠岐 3,800 労・材

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔なし 両面反射φ１００以下　支柱径φ６０．５ 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔なし 両面反射φ１００以下　支柱径φ６０．５ 本 隠岐 4,470 労・材

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔なし 両面反射φ１００以下　支柱径φ８９ 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔なし 両面反射φ１００以下　支柱径φ８９ 本 隠岐 4,010 労・材

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔なし 両面反射φ３００　支柱径φ６０．５ 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔なし 両面反射φ３００　支柱径φ６０．５ 本 隠岐 16,860 労・材

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔なし 片面反射φ１００以下　支柱径φ３４ 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔なし 片面反射φ１００以下　支柱径φ３４ 本 隠岐 3,260 労・材

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔なし 片面反射φ１００以下　支柱径φ６０．５ 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔なし 片面反射φ１００以下　支柱径φ６０．５ 本 隠岐 3,930 労・材

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔なし 片面反射φ１００以下　支柱径φ８９ 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔なし 片面反射φ１００以下　支柱径φ８９ 本 隠岐 3,780 労・材

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔なし 片面反射φ３００　支柱径φ６０．５ 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用　穿孔なし 片面反射φ３００　支柱径φ６０．５ 本 隠岐 9,480 労・材

視線誘導標設置　防護柵取付用 両面反射φ１００以下　バンド式 本 本土 *2

視線誘導標設置　防護柵取付用 両面反射φ１００以下　バンド式 本 隠岐 3,910 労・材

視線誘導標設置　防護柵取付用 両面反射φ１００以下　ボルト式 本 本土 *2

視線誘導標設置　防護柵取付用 両面反射φ１００以下　ボルト式 本 隠岐 2,650 労・材

視線誘導標設置　防護柵取付用 両面反射φ１００以下　かぶせ式 本 本土 *2

視線誘導標設置　防護柵取付用 両面反射φ１００以下　かぶせ式 本 隠岐 4,180 労・材

視線誘導標設置　防護柵取付用 両面反射φ３００　バンド式 本 本土 *2

視線誘導標設置　防護柵取付用 両面反射φ３００　バンド式 本 隠岐 17,840 労・材
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２－１－１２　　道路付属物工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

視線誘導標設置　防護柵取付用 片面反射φ１００以下　バンド式 本 本土 *2

視線誘導標設置　防護柵取付用 片面反射φ１００以下　バンド式 本 隠岐 3,240 労・材

視線誘導標設置　防護柵取付用 片面反射φ１００以下　ボルト式 本 本土 *2

視線誘導標設置　防護柵取付用 片面反射φ１００以下　ボルト式 本 隠岐 1,940 労・材

視線誘導標設置　防護柵取付用 片面反射φ１００以下　かぶせ式 本 本土 *2

視線誘導標設置　防護柵取付用 片面反射φ１００以下　かぶせ式 本 隠岐 3,450 労・材

視線誘導標設置　防護柵取付用 片面反射φ３００　バンド式 本 本土 *2

視線誘導標設置　防護柵取付用 片面反射φ３００　バンド式 本 隠岐 10,140 労・材

視線誘導標設置　構造物取付用 両面反射φ１００以下　側壁用 本 本土 *2

視線誘導標設置　構造物取付用 両面反射φ１００以下　側壁用 本 隠岐 4,790 機・労・材

視線誘導標設置　構造物取付用 両面反射φ１００以下　ベースプレート 本 本土 *2

視線誘導標設置　構造物取付用 両面反射φ１００以下　ベースプレート 本 隠岐 7,640 機・労・材

視線誘導標設置　構造物取付用 両面反射φ３００　ベースプレート 本 本土 *2

視線誘導標設置　構造物取付用 両面反射φ３００　ベースプレート 本 隠岐 17,260 機・労・材

視線誘導標設置　構造物取付用 片面反射φ１００以下　側壁用 本 本土 *2

視線誘導標設置　構造物取付用 片面反射φ１００以下　側壁用 本 隠岐 3,770 機・労・材

視線誘導標設置　構造物取付用 片面反射φ１００以下　ベースプレート 本 本土 *2

視線誘導標設置　構造物取付用 片面反射φ１００以下　ベースプレート 本 隠岐 7,380 機・労・材

視線誘導標設置　構造物取付用 片面反射φ３００　ベースプレート 本 本土 *2

視線誘導標設置　構造物取付用 片面反射φ３００　ベースプレート 本 隠岐 11,760 機・労・材

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 土中建込み　両面反射φ１００以下　１個 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 土中建込み　両面反射φ１００以下　１個 本 隠岐 10,870 機・労・材

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 土中建込み　片面反射φ１００以下　２個 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 土中建込み　片面反射φ１００以下　２個 本 隠岐 10,670 機・労・材

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 土中建込み　片面反射φ１００以下　１個 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 土中建込み　片面反射φ１００以下　１個 本 隠岐 10,270 機・労・材

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 穿孔あり ＣＯＮ建込み　両面反射φ１００以下　１個 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 穿孔あり ＣＯＮ建込み　両面反射φ１００以下　１個 本 隠岐 15,170 機・労・材
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２－１－１２　　道路付属物工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 穿孔あり ＣＯＮ建込み　片面反射φ１００以下　２個 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 穿孔あり ＣＯＮ建込み　片面反射φ１００以下　２個 本 隠岐 14,970 機・労・材

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 穿孔あり ＣＯＮ建込み　片面反射φ１００以下　１個 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 穿孔あり ＣＯＮ建込み　片面反射φ１００以下　１個 本 隠岐 14,670 機・労・材

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 穿孔なし ＣＯＮ建込み　両面反射φ１００以下　１個 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 穿孔なし ＣＯＮ建込み　両面反射φ１００以下　１個 本 隠岐 8,630 労・材

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 穿孔なし ＣＯＮ建込み　片面反射φ１００以下　２個 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 穿孔なし ＣＯＮ建込み　片面反射φ１００以下　２個 本 隠岐 8,410 労・材

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 穿孔なしＣＯＮ建込み　片面反射φ１００以下　１個 本 本土 *2

視線誘導標設置　ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型 穿孔なし ＣＯＮ建込み　片面反射φ１００以下　１個 本 隠岐 8,050 労・材

視線誘導標　防塵型　加算額 プロペラ　φ１００以下 面 本土 *2

視線誘導標　防塵型　加算額 プロペラ　φ１００以下 面 隠岐 1,100

視線誘導標　防塵型　加算額 プロペラ　φ３００ 面 本土 *2

視線誘導標　防塵型　加算額 プロペラ　φ３００ 面 隠岐 4,900

視線誘導標　さや管（加算額） 本 本土 *2

視線誘導標　さや管（加算額） 本 隠岐 1,350

境界杭設置　コンクリート製 根巻基礎あり 本 統一 *2 労

境界杭設置　コンクリート製 根巻基礎なし 本 統一 *2 労

道路鋲設置　大型鋲 H30を超え50cm 両面反射　穿孔式　幅３０cm 個 本土 *2

道路鋲設置　大型鋲 H30を超え50cm 両面反射　穿孔式　幅３０cm 個 隠岐 10,720 機・労・材

道路鋲設置　大型鋲 H30を超え50cm 両面反射　穿孔式　幅２０cm 個 本土 *2

道路鋲設置　大型鋲 H30を超え50cm 両面反射　穿孔式　幅２０cm 個 隠岐 9,770 機・労・材

道路鋲設置　大型鋲 H30を超え50cm 片面反射　穿孔式　幅３０cm 個 本土 *2

道路鋲設置　大型鋲 H30を超え50cm 片面反射　穿孔式　幅３０cm 個 隠岐 9,890 機・労・材

道路鋲設置　大型鋲 H30を超え50cm 片面反射　穿孔式　幅２０cm 個 本土 *2

道路鋲設置　大型鋲 H30を超え50cm 片面反射　穿孔式　幅２０cm 個 隠岐 8,870 機・労・材

道路鋲設置　小型鋲 H30cm以下 両面反射  穿孔式  幅１５cm 個 本土 *2

道路鋲設置　小型鋲 H30cm以下 両面反射  穿孔式  幅１５cm 個 隠岐 4,920 機・労・材
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２－１－１２　　道路付属物工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路鋲設置　小型鋲 H30cm以下 両面反射  貼付式  幅１０cm 個 本土 *2

道路鋲設置　小型鋲 H30cm以下 両面反射  貼付式  幅１０cm 個 隠岐 1,380 労・材

道路鋲設置　小型鋲 H30cm以下 片面反射  穿孔式  幅１５cm 個 本土 *2

道路鋲設置　小型鋲 H30cm以下 片面反射  穿孔式  幅１５cm 個 隠岐 4,350 機・労・材

道路鋲設置　小型鋲 H30cm以下 片面反射  貼付式  幅１０cm 個 本土 *2

道路鋲設置　小型鋲 H30cm以下 片面反射  貼付式  幅１０cm 個 隠岐 1,340 労・材

境界鋲設置 金属製 枚 統一 *2 機・労

視線誘導標撤去 土中建込用（ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型を含む） 本 統一 *2 機・労

視線誘導標撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用（ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型を含む） 本 統一 *2 機・労

視線誘導標撤去 防護柵取付用 本 統一 *2 機・労

視線誘導標撤去 構造物取付用 本 統一 *2 機・労

境界杭撤去 境界杭 本 統一 *2 機・労

道路鋲撤去 穿孔式 個 統一 *2 機・労

道路鋲撤去 貼付式 個 統一 *2 機・労

境界鋲撤去 金属製 枚 統一 *2 機・労

車線分離標（ラバーポール）設置 可変式（穿孔式・１本脚）・高さ４００mm 本 本土 *2

車線分離標（ラバーポール）設置 可変式（穿孔式・１本脚）・高さ４００mm 本 隠岐 19,810 機・労・材

車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式（穿孔式・３本脚）・高さ４００mm 本 本土 *2

車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式（穿孔式・３本脚）・高さ４００mm 本 隠岐 18,510 機・労・材

車線分離標（ラバーポール）設置 固定式（貼付式）・高さ４００mm 本 本土 *2

車線分離標（ラバーポール）設置 固定式（貼付式）・高さ４００mm 本 隠岐 16,010 機・労・材

車線分離標（ラバーポール）設置 可変式（穿孔式・１本脚）・高さ６５０mm 本 本土 *2

車線分離標（ラバーポール）設置 可変式（穿孔式・１本脚）・高さ６５０mm 本 隠岐 21,410 機・労・材

車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式（穿孔式・３本脚）・高さ６５０mm 本 本土 *2

車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式（穿孔式・３本脚）・高さ６５０mm 本 隠岐 21,610 機・労・材

車線分離標（ラバーポール）設置 固定式（貼付式）・高さ６５０mm 本 本土 *2

車線分離標（ラバーポール）設置 固定式（貼付式）・高さ６５０mm 本 隠岐 19,210 機・労・材
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２－１－１２　　道路付属物工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

車線分離標（ラバーポール）設置 可変式（穿孔式・１本脚）・高さ８００mm 本 本土 *2

車線分離標（ラバーポール）設置 可変式（穿孔式・１本脚）・高さ８００mm 本 隠岐 23,710 機・労・材

車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式（穿孔式・３本脚）・高さ８００mm 本 本土 *2

車線分離標（ラバーポール）設置 着脱式（穿孔式・３本脚）・高さ８００mm 本 隠岐 23,610 機・労・材

車線分離標（ラバーポール）設置 固定式（貼付式）・高さ８００mm 本 本土 *2

車線分離標（ラバーポール）設置 固定式（貼付式）・高さ８００mm 本 隠岐 21,110 機・労・材

車線分離標（ラバーポール）撤去＜手間＞ 可変式（穿孔式・１本脚） 本 統一 *2 機・労

車線分離標（ラバーポール）撤去＜手間＞ 着脱式（穿孔式・３本脚） 本 統一 *2 機・労

車線分離標（ラバーポール）撤去＜手間＞ 固定式（貼付式） 本 統一 *2 機・労
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２－１－１３　　排水構造物工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

Ｕ型側溝　Ｌ＝６００mm ６０ｋｇ／個以下 m 統一 *2 機・労

Ｕ型側溝　Ｌ＝６００mm ６０を超え３００ｋｇ／個以下 m 統一 *2 機・労

Ｕ型側溝  L=2000mm １０００ｋｇ／個以下 m 統一 *2 機・労

Ｕ型側溝  L=2000mm １０００を超え２０００ｋｇ／個以下 m 統一 *2 機・労

Ｕ型側溝  L=2000mm ２０００を超え２９００ｋｇ／個以下 m 統一 *2 機・労

自由勾配側溝   L=2000mm １０００ｋｇ／個以下 m 統一 *2 機・労

自由勾配側溝   L=2000mm １０００を超え２０００ｋｇ／個以下 m 統一 *2 機・労

自由勾配側溝   L=2000mm ２０００を超え２９００ｋｇ／個以下 m 統一 *2 機・労

コンクリート製・綱製蓋板 ４０ｋｇ／枚以下 枚 統一 *2 機・労

コンクリート製・綱製蓋板 ４０を超え１７０ｋｇ／枚以下 枚 統一 *2 機・労
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２－１－１４　　コンクリートブロック積

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 松江１ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 松江２ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 広瀬１ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 広瀬２ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 雲南１ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 雲南２ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 雲南３ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 仁多 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 出雲１ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 出雲２ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 出雲３ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 大田 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 県央１ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 県央２ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 浜田１ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 浜田２ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 浜田３ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 益田１ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 益田２ 11,900 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 益田３ 12,100 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 津和野１ 12,000 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 津和野２ 12,000 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 津和野３ 12,100 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 隠岐１ 14,600 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 隠岐２ 14,600 機・労・材

コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 隠岐３ 14,600 機・労・材
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２－１－１５　　法面工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

モルタル吹付工 吹付厚　５cm・普通セメント使用 m2 本土 *2

モルタル吹付工 吹付厚　５cm・普通セメント使用 m2 隠岐 4,430 機・労・材

モルタル吹付工 吹付厚　６cm・普通セメント使用 m2 本土 *2

モルタル吹付工 吹付厚　６cm・普通セメント使用 m2 隠岐 4,610 機・労・材

モルタル吹付工 吹付厚　７cm・普通セメント使用 m2 本土 *2

モルタル吹付工 吹付厚　７cm・普通セメント使用 m2 隠岐 4,940 機・労・材

モルタル吹付工 吹付厚　８cm・普通セメント使用 m2 本土 *2

モルタル吹付工 吹付厚　８cm・普通セメント使用 m2 隠岐 5,480 機・労・材

モルタル吹付工 吹付厚　９cm・普通セメント使用 m2 本土 *2

モルタル吹付工 吹付厚　９cm・普通セメント使用 m2 隠岐 5,760 機・労・材

モルタル吹付工 吹付厚１０cm・普通セメント使用 m2 本土 *2

モルタル吹付工 吹付厚１０cm・普通セメント使用 m2 隠岐 6,050 機・労・材

コンクリ－ト吹付工 吹付厚１０cm・普通セメント使用 m2 本土 *2

コンクリ－ト吹付工 吹付厚１０cm・普通セメント使用 m2 隠岐 5,660 機・労・材

コンクリ－ト吹付工 吹付厚１５cm・普通セメント使用 m2 本土 *2

コンクリ－ト吹付工 吹付厚１５cm・普通セメント使用 m2 隠岐 7,710 機・労・材

コンクリ－ト吹付工 吹付厚２０cm・普通セメント使用 m2 本土 *2

コンクリ－ト吹付工 吹付厚２０cm・普通セメント使用 m2 隠岐 9,560 機・労・材

種子散布工 m2 本土 *2

種子散布工 m2 隠岐 195 機・労・材

客土吹付工 吹付厚　１cm m2 本土 *2

客土吹付工 吹付厚　１cm m2 隠岐 1,050 機・労・材

客土吹付工 吹付厚　２cm m2 本土 *2

客土吹付工 吹付厚　２cm m2 隠岐 1,830 機・労・材

客土吹付工 吹付厚　３cm m2 本土 *2

客土吹付工 吹付厚　３cm m2 隠岐 2,550 機・労・材

植生基材吹付工 吹付厚　３cm m2 本土 *2

植生基材吹付工 吹付厚　３cm m2 隠岐 4,060 機・労・材
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２－１－１５　　法面工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

植生基材吹付工 吹付厚　４cm m2 本土 *2

植生基材吹付工 吹付厚　４cm m2 隠岐 4,760 機・労・材

植生基材吹付工 吹付厚　５cm m2 本土 *2

植生基材吹付工 吹付厚　５cm m2 隠岐 5,460 機・労・材

植生基材吹付工 吹付厚　６cm m2 本土 *2

植生基材吹付工 吹付厚　６cm m2 隠岐 6,360 機・労・材

植生基材吹付工 吹付厚　７cm m2 本土 *2

植生基材吹付工 吹付厚　７cm m2 隠岐 7,060 機・労・材

植生基材吹付工 吹付厚　８cm m2 本土 *2

植生基材吹付工 吹付厚　８cm m2 隠岐 7,900 機・労・材

植生基材吹付工 吹付厚１０cm m2 本土 *2

植生基材吹付工 吹付厚１０cm m2 隠岐 9,250 機・労・材

植生マット工 肥料袋付 m2 本土 *2

植生マット工 肥料袋付 m2 隠岐 1,750 労・材

植生シート工 肥料袋無・標準品 m2 本土 *2

植生シート工 肥料袋無・標準品 m2 隠岐 620 労・材

植生シート工 肥料袋無・環境品 m2 本土 *2

植生シート工 肥料袋無・環境品 m2 隠岐 900 労・材

植生筋工 人工筋芝（種子帯） m2 本土 *2

植生筋工 人工筋芝（種子帯） m2 隠岐 1,000 機・労・材

筋芝工 野芝・高麗芝 m2 本土 *2

筋芝工 野芝・高麗芝 m2 隠岐 1,170 機・労・材

張芝工 野芝・高麗芝（全面張） m2 本土 *2

張芝工 野芝・高麗芝（全面張） m2 隠岐 1,350 労・材

繊維ネット工 肥料袋無 m2 本土 *2

繊維ネット工 肥料袋無 m2 隠岐 620 労・材

繊維ネット工 肥料袋付 m2 本土 *2

繊維ネット工 肥料袋付 m2 隠岐 1,590 労・材

154



２－１－１６　　現場吹付法枠工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

吹付枠工 モルタル・コンクリート　１５０×１５０ m 本土 *2

吹付枠工 モルタル・コンクリート　１５０×１５０ m 隠岐 6,620 機・労・材含む

吹付枠工 モルタル・コンクリート　２００×２００ m 本土 *2

吹付枠工 モルタル・コンクリート　２００×２００ m 隠岐 8,400 機・労・材含む

吹付枠工 モルタル・コンクリート　３００×３００ m 本土 *2

吹付枠工 モルタル・コンクリート　３００×３００ m 隠岐 13,300 機・労・材含む

吹付枠工 モルタル・コンクリート　４００×４００ m 本土 *2

吹付枠工 モルタル・コンクリート　４００×４００ m 隠岐 21,400 機・労・材含む

吹付枠工 モルタル・コンクリート　５００×５００ m 本土 *2

吹付枠工 モルタル・コンクリート　５００×５００ m 隠岐 29,700 機・労・材含む

吹付枠工 モルタル・コンクリート　６００×６００ m 本土 *2

吹付枠工 モルタル・コンクリート　６００×６００ m 隠岐 39,700 機・労・材含む

ラス張工 現場吹付法枠用 m2 本土 *2

ラス張工 現場吹付法枠用 m2 隠岐 1,420 機・労・材含む

水切りモルタル・コンクリ－ト 現場吹付法枠用 m3 本土 *2

水切りモルタル・コンクリ－ト 現場吹付法枠用 m3 隠岐 50,500 機・労・材含む

表面コテ仕上げ 現場吹付法枠用 m2 統一 *2
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２－１－１７　　鉄筋挿入工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鉄筋挿入工（ロックボルト工） 現場条件Ⅰ m 統一 *2 機・労

鉄筋挿入工（ロックボルト工） 現場条件Ⅱ m 統一 *2 機・労

鉄筋挿入工（ロックボルト工） 現場条件Ⅲ m 統一 *2 機・労

削孔機械上下移動（ロックボルト工） 回 統一 *2 労

架設足場設置・撤去（ロックボルト工） 空m3 本土 *2

架設足場設置・撤去（ロックボルト工） 空m3 隠岐 2,900 労・材
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２－１－１８　　道路植栽工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

植樹工(低木・株物) 樹高　６０cm未満 本 統一 *2 機・労

植樹工(中　木） 樹高　６０cm以上１００cm未満 本 統一 *2 機・労

植樹工(中　木） 樹高　１００cm以上２００cm未満 本 統一 *2 機・労

植樹工(中　木） 樹高　２００cm以上３００cm未満 本 統一 *2 機・労

植樹工(高　木） 幹周　２０cm未満 本 統一 *2 機・労

植樹工(高　木） 幹周　２０cm以上　４０cm未満 本 統一 *2 機・労

植樹工(高　木） 幹周　４０cm以上　６０cm未満 本 統一 *2 機・労

植樹工(高　木） 幹周　６０cm以上　９０cm未満 本 統一 *2 機・労

地被類植付工 　(道路植栽工) 各種 鉢 統一 *2 機・労

中木支柱設置 ・二脚鳥居 樹高 250cm以上（添木付） 本 本土 *2

中木支柱設置 ・二脚鳥居 樹高 250cm以上（添木付） 本 隠岐 5,260 労・材

中木支柱設置 ・八ッ掛 樹高 100cm以上（竹） 本 本土 *2

中木支柱設置 ・八ッ掛 樹高 100cm以上（竹） 本 隠岐 2,110 労・材

中木支柱設置 ・布掛 樹高 100cm以上（竹） m 本土 *2

中木支柱設置 ・布掛 樹高 100cm以上（竹） m 隠岐 1,170 労・材

中木支柱設置・添柱形（１本形・竹） 樹高　１００cm以上 本 本土 *2

中木支柱設置・添柱形（１本形・竹） 樹高　１００cm以上 本 隠岐 849 労・材

中木支柱設置 ・生垣形 樹高　１００cm以上 m 本土 *2

中木支柱設置 ・生垣形 樹高　１００cm以上 m 隠岐 1,300 労・材

高木支柱設置 ・二脚鳥居 幹周 30cm未満（添木付） 本 本土 *2

高木支柱設置 ・二脚鳥居 幹周 30cm未満（添木付） 本 隠岐 5,310 労・材

高木支柱設置 ・二脚鳥居 幹周 30cm以上 40cm未満（添木無） 本 本土 *2

高木支柱設置 ・二脚鳥居 幹周 30cm以上 40cm未満（添木無） 本 隠岐 3,030 労・材

高木支柱設置 ・三脚鳥居 幹周 30cm以上 60cm未満 本 本土 *2

高木支柱設置 ・三脚鳥居 幹周 30cm以上 60cm未満 本 隠岐 4,330 労・材

高木支柱設置 ・十字鳥居 幹周　３０cm以上 本 本土 *2

高木支柱設置 ・十字鳥居 幹周　３０cm以上 本 隠岐 8,040 労・材

高木支柱設置 ・二脚鳥居組合せ 幹周　５０cm以上 本 本土 *2

高木支柱設置 ・二脚鳥居組合せ 幹周　５０cm以上 本 隠岐 8,420 労・材
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２－１－１８　　道路植栽工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

高木支柱設置 ・八ッ掛 幹周　４０cm未満 本 本土 *2

高木支柱設置 ・八ッ掛 幹周　４０cm未満 本 隠岐 12,600 労・材

高木支柱設置 ・八ッ掛 幹周　４０cm以上 本 本土 *2

高木支柱設置 ・八ッ掛 幹周　４０cm以上 本 隠岐 14,400 労・材

中木支柱撤去 二脚鳥居、八つ掛、添柱形（１本形・竹） 本 統一 *2 機・労

中木支柱撤去 布掛（竹）生垣形 m 統一 *2 機・労

高木支柱撤去 各種 本 統一 *2 機・労

高木せん定 （夏期）幹周 60cm未満 本 統一 *2 機・労

高木せん定 （夏期）幹周 60cm以上 120cm未満 本 統一 *2 機・労

高木せん定 （冬期）幹周 60cm未満 本 統一 *2 機・労

高木せん定 （冬期）幹周 60cm以上 120cm未満 本 統一 *2 機・労

低木(株物)･中木せん定 （球　形）樹高 100cm未満 本 統一 *2 機・労

低木(株物)･中木せん定 （球　形）樹高 100cm以上 200cm未満 本 統一 *2 機・労

低木(株物)･中木せん定 （球　形）樹高 200cm以上 300cm未満 本 統一 *2 機・労

低木(株物)･中木せん定 （円筒形）樹高 100cm未満 本 統一 *2 機・労

低木(株物)･中木せん定 （円筒形）樹高 100cm以上 200cm未満 本 統一 *2 機・労

低木(株物)･中木せん定 （円筒形）樹高 200cm以上 300cm未満 本 統一 *2 機・労

寄植せん定 低木（株物） m2 統一 *2 機・労

寄植せん定 中木 m2 統一 *2 機・労

施肥（高木） 幹周　60cm未満 本 統一 *2 労

施肥（高木） 幹周　60cm以上120cm未満 本 統一 *2 労

施肥（中木） 樹高　200cm以上300cm未満 本 統一 *2 労

施肥（中木・低木） 樹高　200cm未満 本 統一 *2 労

施肥（寄植） 中木及び低木（株物） m2 統一 *2 労

施肥（芝） m2 統一 *2 労

抜根除草 植込み地 m2 統一 *2 機・労

抜根除草 芝生 m2 統一 *2 機・労

芝刈 m2 統一 *2 機・労

潅水 トラック使用 m2 統一 *2 機・労
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２－１－１８　　道路植栽工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

防除（低木） 樹高　60cm未満 本 統一 *2 機・労

防除（中木） 樹高　60cm以上100cm未満 本 統一 *2 機・労

防除（中木） 樹高　100cm以上200cm未満 本 統一 *2 機・労

防除（中木） 樹高　200cm以上300cm未満 本 統一 *2 機・労

防除（高木） 幹周　60cm未満 本 統一 *2 機・労

防除（高木） 幹周　60cm以上120cm未満 本 統一 *2 機・労

防除（寄植） 低木（株物） m2 統一 *2 機・労

防除（寄植） 中木 m2 統一 *2 機・労

防除（芝） m2 統一 *2 機・労

移植工(低木･株物) 堀取工・樹高　60cm未満 本 本土 *2

移植工(低木･株物) 堀取工・樹高　60cm未満 本 隠岐 275 機・労・材

移植工（中木） 堀取工・樹高　60cm以上100cm未満 本 本土 *2

移植工（中木） 堀取工・樹高　60cm以上100cm未満 本 隠岐 540 機・労・材

移植工（中木） 堀取工・樹高　100cm以上200cm未満 本 本土 *2

移植工（中木） 堀取工・樹高　100cm以上200cm未満 本 隠岐 1,510 機・労・材

移植工（中木） 堀取工・樹高　200cm以上300cm未満 本 本土 *2

移植工（中木） 堀取工・樹高　200cm以上300cm未満 本 隠岐 2,930 機・労・材

移植工（高木） 堀取工・幹周　30cm未満 本 本土 *2

移植工（高木） 堀取工・幹周　30cm未満 本 隠岐 11,200 機・労・材

移植工（高木） 堀取工・幹周　30cm以上60cm未満 本 本土 *2

移植工（高木） 堀取工・幹周　30cm以上60cm未満 本 隠岐 21,600 機・労・材

移植工（高木） 堀取工・幹周　60cm以上90cm未満 本 本土 *2

移植工（高木） 堀取工・幹周　60cm以上90cm未満 本 隠岐 49,100 機・労・材
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２－１－１９　　公園植栽工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

地被類植付工 　(公園植栽工) 各種 鉢 統一 *2 機・労

植樹工 低木（株物） 樹高　６０cm未満 本 統一 *2 機・労

植樹工 中木 樹高　６０cm以上１００cm未満 本 統一 *2 機・労

植樹工 中木 樹高１００cm以上２００cm未満 本 統一 *2 機・労

植樹工 中木 樹高２００cm以上３００cm未満 本 統一 *2 機・労

支柱設置　中木 二脚鳥居　添木付　樹高　２５０cm以上 本 本土 *2

支柱設置　中木 二脚鳥居　添木付　樹高　２５０cm以上 本 隠岐 4,540 労・材

支柱設置　中木 八ツ掛（竹）　　　 樹高　１００cm以上 本 本土 *2

支柱設置　中木 八ツ掛（竹）　　　 樹高　１００cm以上 本 隠岐 1,910 労・材

公園植栽　支柱設置 添柱形（１本形・竹）　樹高　１００cm以上 本 本土 *2

公園植栽　支柱設置 添柱形（１本形・竹）　樹高　１００cm以上 本 隠岐 748 労・材

支柱設置　中木 布掛け（竹）　　　樹高　１００cm以上 m 本土 *2

支柱設置　中木 布掛け（竹）　　　樹高　１００cm以上 m 隠岐 1,010 労・材

支柱設置　中木 生垣形　　　　　　樹高　１００cm以上 m 本土 *2

支柱設置　中木 生垣形　　　　　　樹高　１００cm以上 m 隠岐 1,280 労・材
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２－１－２０　　橋梁塗装工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

新橋・新橋継手部現場塗装 素地調整（動力工具処理） m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装 素地調整（動力工具処理） m2 隠岐 2,910 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工 素地調整（ブラスト処理） m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工 素地調整（ブラスト処理） m2 隠岐 6,170 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工 準備補修 m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工 準備補修 m2 隠岐 250 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（下塗り） 下塗り・ミストコ－ト変性エポキシ m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工（下塗り） 下塗り・ミストコ－ト変性エポキシ m2 隠岐 447 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（下塗り） 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(使用量：500g/m2×2回) m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工（下塗り） 超厚膜形エポキシ樹脂塗料(使用量：500g/m2×2回) m2 隠岐 2,080 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（下塗り） 有機ジンクリッチペイント(使用量：300g/m2×2回) m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工（下塗り） 有機ジンクリッチペイント(使用量：300g/m2×2回) m2 隠岐 1,220 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（下塗り） 変性エポキシ樹脂塗料 m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工（下塗り） 変性エポキシ樹脂塗料 m2 隠岐 - 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（下塗り） 鉛・クロムフリーさび止めペイント m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工（下塗り） 鉛・クロムフリーさび止めペイント m2 隠岐 - 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（下塗り） 変性エポキシ樹脂塗料（内面用） m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工（下塗り） 変性エポキシ樹脂塗料（内面用） m2 隠岐 593 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（中塗り） 長油性フタル酸樹脂塗料　赤系 m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工（中塗り） 長油性フタル酸樹脂塗料　赤系 m2 隠岐 447 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（中塗り） 長油性フタル酸樹脂塗料　淡彩 m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工（中塗り） 長油性フタル酸樹脂塗料　淡彩 m2 隠岐 417 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（中塗り） 長油性フタル酸樹脂塗料　濃彩 m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工（中塗り） 長油性フタル酸樹脂塗料　濃彩 m2 隠岐 437 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（中塗り） ふっ素樹脂塗料用　淡彩 m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工（中塗り） ふっ素樹脂塗料用　淡彩 m2 隠岐 527 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（中塗り） ふっ素樹脂塗料用　濃彩 m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工（中塗り） ふっ素樹脂塗料用　濃彩 m2 隠岐 567 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（上塗り） 長油性フタル酸樹脂塗料　赤系 m2 本土 *2
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２－１－２０　　橋梁塗装工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

新橋・新橋継手部現場塗装工（上塗り） 長油性フタル酸樹脂塗料　赤系 m2 隠岐 496 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（上塗り） 長油性フタル酸樹脂塗料　淡彩 m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工（上塗り） 長油性フタル酸樹脂塗料　淡彩 m2 隠岐 416 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（上塗り） 長油性フタル酸樹脂塗料　濃彩 m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工（上塗り） 長油性フタル酸樹脂塗料　濃彩 m2 隠岐 446 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（上塗り） ふっ素樹脂塗料用　淡彩 m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工（上塗り） ふっ素樹脂塗料用　淡彩 m2 隠岐 867 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（上塗り） ふっ素樹脂塗料用　濃彩 m2 本土 *2

新橋・新橋継手部現場塗装工（上塗り） ふっ素樹脂塗料用　濃彩 m2 隠岐 1,030 機・労・材

塗替塗装工 清掃水洗い m2 本土 *2

塗替塗装工 清掃水洗い m2 隠岐 115 機・労・材

塗替塗装工（素地調整） １種ケレン（ブラスト法） m2 本土 *2

塗替塗装工（素地調整） １種ケレン（ブラスト法） m2 隠岐 4,870 機・労・材

塗替塗装工（素地調整） ２種ケレン（動力工具と手工具の併用） m2 本土 *2

塗替塗装工（素地調整） ２種ケレン（動力工具と手工具の併用） m2 隠岐 2,080 機・労・材

塗替塗装工（素地調整） ３種ケレンＡ（動力工具と手工具の併用） m2 本土 *2

塗替塗装工（素地調整） ３種ケレンＡ（動力工具と手工具の併用） m2 隠岐 1,390 機・労・材

塗替塗装工（素地調整） ３種ケレンＢ（動力工具と手工具の併用） m2 本土 *2

塗替塗装工（素地調整） ３種ケレンＢ（動力工具と手工具の併用） m2 隠岐 780 機・労・材

塗替塗装工（素地調整） ３種ケレンＣ（動力工具と手工具の併用） m2 本土 *2

塗替塗装工（素地調整） ３種ケレンＣ（動力工具と手工具の併用） m2 隠岐 560 機・労・材

塗替塗装工（素地調整） ４種ケレン（動力工具と手工具の併用） m2 本土 *2

塗替塗装工（素地調整） ４種ケレン（動力工具と手工具の併用） m2 隠岐 385 機・労・材

塗替塗装工（下塗り） 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（下塗り） 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 隠岐 593 機・労・材

塗替塗装工（下塗り） 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(ｽﾌﾟﾚｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（下塗り） 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(ｽﾌﾟﾚｰ) m2 隠岐 - 機・労・材

塗替塗装工（下塗り） 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（下塗り） 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止めﾍﾟｲﾝﾄ(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 隠岐 - 機・労・材
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２－１－２０　　橋梁塗装工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

塗替塗装工（下塗り） 有機ジンクリッチペイント(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（下塗り） 有機ジンクリッチペイント(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 隠岐 549 機・労・材

塗替塗装工（下塗り） 有機ジンクリッチペイント(ｽﾌﾟﾚｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（下塗り） 有機ジンクリッチペイント(ｽﾌﾟﾚｰ) m2 隠岐 830 機・労・材

塗替塗装工（下塗り） 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（下塗り） 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 隠岐 - 機・労・材

塗替塗装工（中塗り）：赤系 長油性フタル酸樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（中塗り）：赤系 長油性フタル酸樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 隠岐 447 機・労・材

塗替塗装工（中塗り）：淡彩 長油性フタル酸樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（中塗り）：淡彩 長油性フタル酸樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 隠岐 417 機・労・材

塗替塗装工（中塗り）：濃彩 長油性フタル酸樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（中塗り）：濃彩 長油性フタル酸樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 隠岐 437 機・労・材

塗替塗装工（中塗り）：淡彩 弱溶剤形フッ素樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（中塗り）：淡彩 弱溶剤形フッ素樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 隠岐 527 機・労・材

塗替塗装工（中塗り）：淡彩 弱溶剤形フッ素樹脂塗料(ｽﾌﾟﾚｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（中塗り）：淡彩 弱溶剤形フッ素樹脂塗料(ｽﾌﾟﾚｰ) m2 隠岐 452 機・労・材

塗替塗装工（中塗り）：濃彩 弱溶剤形フッ素樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（中塗り）：濃彩 弱溶剤形フッ素樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 隠岐 567 機・労・材

塗替塗装工（中塗り）：濃彩 弱溶剤形フッ素樹脂塗料(ｽﾌﾟﾚｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（中塗り）：濃彩 弱溶剤形フッ素樹脂塗料(ｽﾌﾟﾚｰ) m2 隠岐 497 機・労・材

塗替塗装工（上塗り）：赤系 長油性フタル酸樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（上塗り）：赤系 長油性フタル酸樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 隠岐 496 機・労・材

塗替塗装工（上塗り）：淡彩 長油性フタル酸樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（上塗り）：淡彩 長油性フタル酸樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 隠岐 416 機・労・材

塗替塗装工（上塗り）：濃彩 長油性フタル酸樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（上塗り）：濃彩 長油性フタル酸樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 隠岐 446 機・労・材

塗替塗装工（上塗り）：淡彩 弱溶剤形フッ素樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（上塗り）：淡彩 弱溶剤形フッ素樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 隠岐 867 機・労・材
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２－１－２０　　橋梁塗装工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

塗替塗装工（上塗り）：淡彩 弱溶剤形フッ素樹脂塗料(ｽﾌﾟﾚｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（上塗り）：淡彩 弱溶剤形フッ素樹脂塗料(ｽﾌﾟﾚｰ) m2 隠岐 807 機・労・材

塗替塗装工（上塗り）：濃彩 弱溶剤形フッ素樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（上塗り）：濃彩 弱溶剤形フッ素樹脂塗料(はけ･ﾛｰﾗｰ) m2 隠岐 1,030 機・労・材

塗替塗装工（上塗り）：濃彩 弱溶剤形フッ素樹脂塗料(ｽﾌﾟﾚｰ) m2 本土 *2

塗替塗装工（上塗り）：濃彩 弱溶剤形フッ素樹脂塗料(ｽﾌﾟﾚｰ) m2 隠岐 972 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（下塗り） 変性エポキシ樹脂塗料　２層塗 m2 本土 1,170 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（下塗り） 変性エポキシ樹脂塗料　２層塗 m2 隠岐 - 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（下塗り） 鉛クロムフリーさび止め　３層塗 m2 本土 1,300 機・労・材

新橋・新橋継手部現場塗装工（下塗り） 鉛クロムフリーさび止め　３層塗 m2 隠岐 - 機・労・材

塗替塗装工（下塗り） 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層塗 m2 本土 930 機・労・材

塗替塗装工（下塗り） 弱溶剤形変性エポキシ　スプレー　２層塗 m2 隠岐 - 機・労・材

塗替塗装工（下塗り） 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め　はけ・ローラー　２層塗 m2 本土 870 機・労・材

塗替塗装工（下塗り） 鉛ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め　はけ・ローラー　２層塗 m2 隠岐 - 機・労・材

塗替塗装工（下塗り） 無溶剤形変性エポ　はけ・ローラー　２層塗 m2 本土 1,930 機・労・材

塗替塗装工（下塗り） 無溶剤形変性エポ　はけ・ローラー　２層塗 m2 隠岐 - 機・労・材

塗替塗装工（下塗り） 弱溶剤形変性エポ　はけ・ローラー　２層塗 m2 本土 1,170 機・労・材

塗替塗装工（下塗り） 弱溶剤形変性エポ　はけ・ローラー　２層塗 m2 隠岐 - 機・労・材

塗替塗装工（下塗り） 有機ジンクリッチ　はけ・ローラー２ m2 本土 1,210 機・労・材

塗替塗装工（下塗り） 有機ジンクリッチ　はけ・ローラー２ m2 隠岐 - 機・労・材
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２－１－２１　　橋梁用伸縮継手装置設置工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

伸縮継手新設工 軽量型 m 本土 *2

伸縮継手新設工 軽量型 m 隠岐 29,900 機・労

伸縮継手新設工 普通型 m 本土 *2

伸縮継手新設工 普通型 m 隠岐 33,500 機・労

伸縮継手補修工 軽量型　１車線相当施工 m 本土 *2

伸縮継手補修工 軽量型　１車線相当施工 m 隠岐 103,000 機・労

伸縮継手補修工 軽量型　２車線相当施工 m 本土 *2

伸縮継手補修工 軽量型　２車線相当施工 m 隠岐 77,400 機・労

伸縮継手補修工 普通型　１車線相当施工 m 本土 *2

伸縮継手補修工 普通型　１車線相当施工 m 隠岐 108,000 機・労

伸縮継手補修工 普通型　２車線相当施工 m 本土 *2

伸縮継手補修工 普通型　２車線相当施工 m 隠岐 82,200 機・労

165



２－１－２２　　橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

埋設型伸縮継手装置設置工 新設　　舗装厚内型　後付工法 m 統一 *2 機・労

埋設型伸縮継手装置設置工 新設 　 床版箱抜型　先付工法 m 統一 *2 機・労

埋設型伸縮継手装置設置工 新設 　 床版箱抜型　後付工法 m 統一 *2 機・労

埋設型伸縮継手装置設置工 補修　　舗装厚内型　１車線相当施工 m 統一 *2 機・労

埋設型伸縮継手装置設置工 補修　　舗装厚内型　２車線相当施工 m 統一 *2 機・労

埋設型伸縮継手装置設置工 補修 　 床版箱抜型　１車線相当施工 m 統一 *2 機・労

埋設型伸縮継手装置設置工 補修 　 床版箱抜型　２車線相当施工 m 統一 *2 機・労

埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額　舗装厚内型 m3 本土 *2

埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額　舗装厚内型 m3 隠岐 1,360,000

埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額　床版箱抜型　特殊合材費 m3 本土 *2

埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額　床版箱抜型　特殊合材費 m3 隠岐 760,000

埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額　床版箱抜型　伸縮金物費 m 本土 *2

埋設型伸縮継手装置設置工 本体材料費加算額　床版箱抜型　伸縮金物費 m 隠岐 31,400
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２－１－２３　　橋面防水工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

橋面防水工 新設　シート系防水 m2 本土 *2

橋面防水工 新設　シート系防水 m2 隠岐 1,980 機・労・材

橋面防水工 新設　塗膜系防水 m2 本土 *2

橋面防水工 新設　塗膜系防水 m2 隠岐 1,500 機・労・材

橋面防水工 補修　シート系防水 m2 本土 *2

橋面防水工 補修　シート系防水 m2 隠岐 2,330 機・労・材

橋面防水工 補修　塗膜系防水 m2 本土 *2

橋面防水工 補修　塗膜系防水 m2 隠岐 1,910 機・労・材
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２－１－２４　　薄層カラー舗装

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

樹脂モルタル舗装工 厚６mm以下 m2 本土 *2

樹脂モルタル舗装工 厚６mm以下 m2 隠岐 5,320 機・労・材

樹脂モルタル舗装工 厚６mm超え８mm以下 m2 本土 *2

樹脂モルタル舗装工 厚６mm超え８mm以下 m2 隠岐 7,160 機・労・材

樹脂モルタル舗装工 厚８mm超え１０mm以下 m2 本土 *2

樹脂モルタル舗装工 厚８mm超え１０mm以下 m2 隠岐 8,600 機・労・材

景観透水性舗装工 厚１０mm以下 m2 本土 *2

景観透水性舗装工 厚１０mm以下 m2 隠岐 6,960 機・労・材

景観透水性舗装工 厚１０mm超え１５mm以下 m2 本土 *2

景観透水性舗装工 厚１０mm超え１５mm以下 m2 隠岐 8,830 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-101 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-101 m2 隠岐 4,700 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-102 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-102 m2 隠岐 5,830 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-103 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-103 m2 隠岐 5,310 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-104 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-104 m2 隠岐 6,440 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-201 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-201 m2 隠岐 8,000 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-202 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-202 m2 隠岐 9,030 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-203 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-203 m2 隠岐 8,810 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-204 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-204 m2 隠岐 9,840 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-301 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-301 m2 隠岐 5,290 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-302 m2 本土 *2
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２－１－２４　　薄層カラー舗装

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-302 m2 隠岐 6,420 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-303 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-303 m2 隠岐 6,100 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-304 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-304 m2 隠岐 7,230 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 車道、ETCレーン　RPN-401 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 車道、ETCレーン　RPN-401 m2 隠岐 8,200 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 車道、ETCレーン　RPN-402 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 車道、ETCレーン　RPN-402 m2 隠岐 9,340 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 歩道、自転車道　RPN-501 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 歩道、自転車道　RPN-501 m2 隠岐 5,380 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 歩道、自転車道　RPN-502 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 歩道、自転車道　RPN-502 m2 隠岐 6,410 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-601 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-601 m2 隠岐 5,050 機・労・材

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-602 m2 本土 *2

樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-602 m2 隠岐 5,460 機・労・材
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２－１－２５　　グルービング工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

グルービング工 縦方向　幅９ｍｍ　深さ６ｍｍ　間隔６０ｍｍ m2 統一 *2 機・労

グルービング工 縦方向　幅９ｍｍ　深さ４ｍｍ　間隔６０ｍｍ m2 統一 *2 機・労

グルービング工 横方向　幅９ｍｍ　深さ６ｍｍ　間隔６０ｍｍ m2 統一 *2 機・労

グルービング工（路面排水用） 幅３６ｍｍ　深さ１０ｍｍ ｍ 統一 *2 機・労
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２－１－２６　　ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工） コンクリート表面処理 m2 統一 *2 機・労・材
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２－１－２７　　構造物とりこわし工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

構造物とりこわし工 無筋構造物（機械施工） m3 統一 *2 機・労

構造物とりこわし工 鉄筋構造物（機械施工） m3 統一 *2 機・労

構造物とりこわし工 無筋構造物（人力施工） m3 統一 *2 機・労

構造物とりこわし工 鉄筋構造物（人力施工） m3 統一 *2 機・労
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２－１－２８　　軟弱地盤処理工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

サンドドレ－ン １０ｍ未満 ｍ 統一 *2 機・労

サンドドレ－ン １０ｍ以上２０ｍ未満 ｍ 統一 *2 機・労

サンドドレ－ン ２０ｍ以上３５ｍ未満 ｍ 統一 *2 機・労

サンドコンパクションパイル １０ｍ未満 ｍ 統一 *2 機・労

サンドコンパクションパイル １０ｍ以上２０ｍ未満 ｍ 統一 *2 機・労

サンドコンパクションパイル ２０ｍ以上３５ｍ未満 ｍ 統一 *2 機・労
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２－１－２９　　法面工（島根県独自）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚３cm　現地破砕チップ使用 m2 本土 3,250 機・労・材　但しチップ材料費は含まない

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚３cm　現地破砕チップ使用 m2 隠岐 － 機・労・材　但しチップ材料費は含まない

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚４cm　現地破砕チップ使用 m2 本土 3,480 機・労・材　但しチップ材料費は含まない

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚４cm　現地破砕チップ使用 m2 隠岐 － 機・労・材　但しチップ材料費は含まない

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚５cm　現地破砕チップ使用 m2 本土 3,690 機・労・材　但しチップ材料費は含まない

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚５cm　現地破砕チップ使用 m2 隠岐 － 機・労・材　但しチップ材料費は含まない

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚６cm　現地破砕チップ使用 m2 本土 4,240 機・労・材　但しチップ材料費は含まない

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚６cm　現地破砕チップ使用 m2 隠岐 － 機・労・材　但しチップ材料費は含まない

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚７cm　現地破砕チップ使用 m2 本土 4,450 機・労・材　但しチップ材料費は含まない

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚７cm　現地破砕チップ使用 m2 隠岐 － 機・労・材　但しチップ材料費は含まない

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚８cm　現地破砕チップ使用 m2 本土 4,680 機・労・材　但しチップ材料費は含まない

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚８cm　現地破砕チップ使用 m2 隠岐 － 機・労・材　但しチップ材料費は含まない

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚１０cm　現地破砕チップ使用 m2 本土 5,730 機・労・材　但しチップ材料費は含まない

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚１０cm　現地破砕チップ使用 m2 隠岐 － 機・労・材　但しチップ材料費は含まない

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚３cm　購入チップ使用 m2 本土 3,470 機・労・材

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚３cm　購入チップ使用 m2 隠岐 － 機・労・材

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚４cm　購入チップ使用 m2 本土 3,770 機・労・材

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚４cm　購入チップ使用 m2 隠岐 － 機・労・材

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚５cm　購入チップ使用 m2 本土 4,070 機・労・材

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚５cm　購入チップ使用 m2 隠岐 － 機・労・材

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚６cm　購入チップ使用 m2 本土 4,690 機・労・材

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚６cm　購入チップ使用 m2 隠岐 － 機・労・材

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚７cm　購入チップ使用 m2 本土 4,990 機・労・材

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚７cm　購入チップ使用 m2 隠岐 － 機・労・材

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚８cm　購入チップ使用 m2 本土 5,280 機・労・材

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚８cm　購入チップ使用 m2 隠岐 － 機・労・材

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚１０cm　購入チップ使用 m2 本土 6,490 機・労・材

木材チップ植生基材吹付工 吹付厚１０cm　購入チップ使用 m2 隠岐 － 機・労・材

木材チップ現地破砕工 チップ３８mm以下 m3 本土 7,080 機・労　チップの積込・運搬含む
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２－１－２９　　法面工（島根県独自）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

木材チップ現地破砕工 チップ３８mm以下 m3 隠岐 － 機・労　チップの積込・運搬含む

木材チップ現地破砕工 チップ３８mm以下 m3 本土 6,550 機・労　チップの積込・運搬含まない

木材チップ現地破砕工 チップ３８mm以下 m3 隠岐 － 機・労　チップの積込・運搬含まない
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２－２－１　　底面工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

底面ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 m2 本土 *2

底面ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 m2 隠岐 340 労・材
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２－２－２　　マット工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

アスファルトマット（工場製作）設置 クレーン抜き m2 本土 *2

アスファルトマット（工場製作）設置 クレーン抜き m2 隠岐 13,400 労・材

ゴム系マット（再生）設置 m2 本土 *2

ゴム系マット（再生）設置 m2 隠岐 10,200 労・材
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２－２－３　　ケーソン海上打継支保工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

支保工（上部工（重力式）） クレーン抜き m 本土 *2

支保工（上部工（重力式）） クレーン抜き m 隠岐 4,520 労・材

支保工（上部工（鋼矢板式）） クレーン抜き m 本土 *2

支保工（上部工（鋼矢板式）） クレーン抜き m 隠岐 14,200 労・材

ケ－ソン海上打継用支保工 クレーン抜き m 本土 *2

ケ－ソン海上打継用支保工 クレーン抜き m 隠岐 4,560 労・材
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２－２－４　　足場工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

枠組足場架払い（上部工（重力式）） クレーン抜き　手摺先行型 m2 本土 *2

枠組足場架払い（上部工（重力式）） クレーン抜き　手摺先行型 m2 隠岐 2,270 労・材

枠組足場架払い（上部工（鋼矢板式）） クレーン抜き　手摺先行型 m2 本土 *2

枠組足場架払い（上部工（鋼矢板式）） クレーン抜き　手摺先行型 m2 隠岐 2,270 労・材

枠組足場架払い（ケーソン製作） クレーン抜き　手摺先行型 m2 本土 *2

枠組足場架払い（ケーソン製作） クレーン抜き　手摺先行型 m2 隠岐 1,770 労・材

枠組足場架払い（方塊製作） クレーン抜き　手摺先行型 m2 本土 *2

枠組足場架払い（方塊製作） クレーン抜き　手摺先行型 m2 隠岐 1,470 労・材

枠組足場架払い(ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作) クレーン抜き　手摺先行型 m2 本土 *2

枠組足場架払い(ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作) クレーン抜き　手摺先行型 m2 隠岐 1,870 労・材

内足場架払い（ケーソン製作） クレーン抜き m2 本土 *2

内足場架払い（ケーソン製作） クレーン抜き m2 隠岐 1,450 労・材

内足場架払い(ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作) クレーン抜き m2 本土 *2

内足場架払い(ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作) クレーン抜き m2 隠岐 1,300 労・材
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２－２－５　　鉄筋工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鉄筋加工組立（ケーソン製作） クレーン抜き ｔ 本土 *2

鉄筋加工組立（ケーソン製作） クレーン抜き ｔ 隠岐 52,500 労

鉄筋加工組立(ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作) クレーン抜き ｔ 本土 *2

鉄筋加工組立(ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作) クレーン抜き ｔ 隠岐 53,000 労

鉄筋加工組立（上部工） クレーン抜き ｔ 本土 *2

鉄筋加工組立（上部工） クレーン抜き ｔ 隠岐 55,000 労
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２－２－６　　吊鉄筋工(吊鉄筋・吊バー)

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

吊鉄筋加工組立（３８mm未満） クレーン抜き ｔ 本土 *2

吊鉄筋加工組立（３８mm未満） クレーン抜き ｔ 隠岐 59,500 労

吊鉄筋加工組立（３８mm以上５０mm未満） クレーン抜き ｔ 本土 *2

吊鉄筋加工組立（３８mm以上５０mm未満） クレーン抜き ｔ 隠岐 54,500 労

吊鉄筋加工組立（５０mm以上８０mm未満） クレーン抜き ｔ 本土 *2

吊鉄筋加工組立（５０mm以上８０mm未満） クレーン抜き ｔ 隠岐 49,000 労
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２－２－７　　型枠工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

型枠組立組外し（ケーソン製作） クレーン抜き m2 本土 *2

型枠組立組外し（ケーソン製作） クレーン抜き m2 隠岐 4,150 労・材

型枠組立組外し(ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作) クレーン抜き m2 本土 *2

型枠組立組外し(ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作) クレーン抜き m2 隠岐 4,450 労・材

型枠組立組外(上部工(重力式　鋼矢板式)) 鋼製型枠　クレーン抜き m2 本土 *2

型枠組立組外(上部工(重力式　鋼矢板式)) 鋼製型枠　クレーン抜き m2 隠岐 6,250 労・材

型枠組立組外(上部工(重力式　鋼矢板式)) 木製型枠　クレーン抜き m2 本土 *2

型枠組立組外(上部工(重力式　鋼矢板式)) 木製型枠　クレーン抜き m2 隠岐 6,870 労・材

型枠組立組外し（方塊製作） クレーン抜き m2 本土 *2

型枠組立組外し（方塊製作） クレーン抜き m2 隠岐 3,150 労・材
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２－２－８　　コンクリート打設工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コンクリート打設(ケーソン製作) ポンプ車打設 m3 本土 *2

コンクリート打設(ケーソン製作) ポンプ車打設 m3 隠岐 3,000 機・労

コンクリート打設（方塊製作) ポンプ車打設（陸上施工） m3 本土 *2

コンクリート打設（方塊製作) ポンプ車打設（陸上施工） m3 隠岐 3,600 機・労

コンクリート打設（方塊製作) クレーン抜き（陸上施工） m3 本土 *2

コンクリート打設（方塊製作) クレーン抜き（陸上施工） m3 隠岐 2,400 労

コンクリート打設（方塊製作) ミキサー車から直接投入打設（陸上施工） m3 本土 *2

コンクリート打設（方塊製作) ミキサー車から直接投入打設（陸上施工） m3 隠岐 2,400 労

コンクリート打設(ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作) ポンプ車打設 m3 本土 *2

コンクリート打設(ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作) ポンプ車打設 m3 隠岐 3,900 機・労

コンクリート打設(ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作) クレーン抜き m3 本土 *2

コンクリート打設(ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作) クレーン抜き m3 隠岐 3,000 労

コンクリート打設(ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作) ミキサー車から直接投入打設 m3 本土 *2

コンクリート打設(ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作) ミキサー車から直接投入打設 m3 隠岐 3,000 労

コンクリート打設（上部工） ポンプ車打設（陸上施工） m3 本土 *2

コンクリート打設（上部工） ポンプ車打設（陸上施工） m3 隠岐 2,700 機・労

コンクリート打設（上部工） クレーン抜き（陸上施工） m3 本土 *2

コンクリート打設（上部工） クレーン抜き（陸上施工） m3 隠岐 1,800 労

コンクリート打設（上部工） ミキサー車から直接投入打設（陸上施工） m3 本土 *2

コンクリート打設（上部工） ミキサー車から直接投入打設（陸上施工） m3 隠岐 1,800 労

コンクリート打設（上部工） 台船バケット（海上製作） m3 本土 *2

コンクリート打設（上部工） 台船バケット（海上製作） m3 隠岐 2,800 労

コンクリート打設（上部工） ミキサー船（海上製作） m3 本土 *2

コンクリート打設（上部工） ミキサー船（海上製作） m3 隠岐 1,900 労
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２－２－９　　止水板工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

止水板取付　陸上施工 クレ－ン抜き 個 本土 *2

止水板取付　陸上施工 クレ－ン抜き 個 隠岐 1,050 労

止水板取付　海上施工 海上施工 個 本土 *2

止水板取付　海上施工 海上施工 個 隠岐 550 労

止水板取外　海上施工 海上施工 個 本土 *2

止水板取外　海上施工 海上施工 個 隠岐 400 労
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２－２－１０　　上蓋工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

上蓋使用料 ケ－ソン据付け用 m2 本土 *2

上蓋使用料 ケ－ソン据付け用 m2 隠岐 600 労・材

上蓋取付け・取外し ケ－ソン据付け用　手間のみ 函 本土 *2

上蓋取付け・取外し ケ－ソン据付け用　手間のみ 函 隠岐 77,000 労
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２－２－１１　　係船柱取付工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

係船柱取付　陸上施工 けん引力100KＮ未満　クレーン抜き 基 本土 *2

係船柱取付　陸上施工 けん引力100KＮ未満　クレーン抜き 基 隠岐 24,000 労

係船柱取付　海上施工 けん引力100KＮ未満 基 本土 *2

係船柱取付　海上施工 けん引力100KＮ未満 基 隠岐 24,000 労

係船柱取付　陸上施工 けん引力100～150KＮ未満  クレーン抜き 基 本土 *2

係船柱取付　陸上施工 けん引力100～150KＮ未満  クレーン抜き 基 隠岐 26,000 労

係船柱取付　海上施工 けん引力100～150KＮ未満 基 本土 *2

係船柱取付　海上施工 けん引力100～150KＮ未満 基 隠岐 26,000 労

係船柱取付　陸上施工 けん引力150～1000KＮ未満  クレーン抜き 基 本土 *2

係船柱取付　陸上施工 けん引力150～1000KＮ未満  クレーン抜き 基 隠岐 38,000 労

係船柱取付　海上施工 けん引力150～1000KＮ未満 基 本土 *2

係船柱取付　海上施工 けん引力150～1000KＮ未満 基 隠岐 38,000 労

係船柱取付　陸上施工 けん引力1000KＮ以上  クレーン抜き 基 本土 *2

係船柱取付　陸上施工 けん引力1000KＮ以上  クレーン抜き 基 隠岐 75,500 労

係船柱取付　海上施工 けん引力1000KＮ以上 基 本土 *2

係船柱取付　海上施工 けん引力1000KＮ以上 基 隠岐 75,500 労

架台現場製作　陸上施工 けん引力100KＮ未満 基 本土 *2

架台現場製作　陸上施工 けん引力100KＮ未満 基 隠岐 6,560 労・材

架台現場製作　海上施工 けん引力100KＮ未満 基 本土 *2

架台現場製作　海上施工 けん引力100KＮ未満 基 隠岐 6,560 労・材

架台現場製作　陸上施工 けん引力100～150KＮ未満 基 本土 *2

架台現場製作　陸上施工 けん引力100～150KＮ未満 基 隠岐 7,290 労・材

架台現場製作　海上施工 けん引力100～150KＮ未満 基 本土 *2

架台現場製作　海上施工 けん引力100～150KＮ未満 基 隠岐 7,290 労・材

架台現場製作　陸上施工 けん引力150～700KＮ未満 基 本土 *2

架台現場製作　陸上施工 けん引力150～700KＮ未満 基 隠岐 11,700 労・材

架台現場製作　海上施工 けん引力150～700KＮ未満 基 本土 *2

架台現場製作　海上施工 けん引力150～700KＮ未満 基 隠岐 11,700 労・材
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２－２－１１　　係船柱取付工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

架台現場製作　陸上施工 けん引力700～1000KＮ未満 基 本土 *2

架台現場製作　陸上施工 けん引力700～1000KＮ未満 基 隠岐 18,500 労・材

架台現場製作　海上施工 けん引力700～1000KＮ未満 基 本土 *2

架台現場製作　海上施工 けん引力700～1000KＮ未満 基 隠岐 18,500 労・材

架台現場製作　陸上施工 けん引力1000～1500KＮ未満 基 本土 *2

架台現場製作　陸上施工 けん引力1000～1500KＮ未満 基 隠岐 24,600 労・材

架台現場製作　海上施工 けん引力1000～1500KＮ未満 基 本土 *2

架台現場製作　海上施工 けん引力1000～1500KＮ未満 基 隠岐 24,600 労・材

架台現場製作　陸上施工 けん引力1500KＮ以上 基 本土 *2

架台現場製作　陸上施工 けん引力1500KＮ以上 基 隠岐 27,900 労・材

架台現場製作　海上施工 けん引力1500KＮ以上 基 本土 *2

架台現場製作　海上施工 けん引力1500KＮ以上 基 隠岐 27,900 労・材

架台取付　　　陸上施工 けん引力100KＮ未満 基 本土 *2

架台取付　　　陸上施工 けん引力100KＮ未満 基 隠岐 4,000 労

架台取付　　　海上施工 けん引力100KＮ未満 基 本土 *2

架台取付　　　海上施工 けん引力100KＮ未満 基 隠岐 4,000 労

架台取付　　　陸上施工 けん引力100～150KＮ未満 基 本土 *2

架台取付　　　陸上施工 けん引力100～150KＮ未満 基 隠岐 4,100 労

架台取付　　　海上施工 けん引力100～150KＮ未満 基 本土 *2

架台取付　　　海上施工 けん引力100～150KＮ未満 基 隠岐 4,100 労

架台取付　　　陸上施工 けん引力150～700KＮ未満 基 本土 *2

架台取付　　　陸上施工 けん引力150～700KＮ未満 基 隠岐 6,200 労

架台取付　　　海上施工 けん引力150～700KＮ未満 基 本土 *2

架台取付　　　海上施工 けん引力150～700KＮ未満 基 隠岐 6,200 労

架台取付　　　陸上施工 けん引力700～1000KＮ未満 基 本土 *2

架台取付　　　陸上施工 けん引力700～1000KＮ未満 基 隠岐 8,300 労

架台取付　　　海上施工 けん引力700～1000KＮ未満 基 本土 *2

架台取付　　　海上施工 けん引力700～1000KＮ未満 基 隠岐 8,300 労
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２－２－１１　　係船柱取付工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

架台取付　　　陸上施工 けん引力1000～1500KＮ未満 基 本土 *2

架台取付　　　陸上施工 けん引力1000～1500KＮ未満 基 隠岐 12,300 労

架台取付　　　海上施工 けん引力1000～1500KＮ未満 基 本土 *2

架台取付　　　海上施工 けん引力1000～1500KＮ未満 基 隠岐 12,300 労

架台取付　　　陸上施工 けん引力1500KＮ以上 基 本土 *2

架台取付　　　陸上施工 けん引力1500KＮ以上 基 隠岐 16,600 労

架台取付　　　海上施工 けん引力1500KＮ以上 基 本土 *2

架台取付　　　海上施工 けん引力1500KＮ以上 基 隠岐 16,600 労
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２－２－１２　　防舷材取付工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

防舷材取付　陸上施工 H=250mm未満　クレーン抜き 基 本土 *2

防舷材取付　陸上施工 H=250mm未満　クレーン抜き 基 隠岐 9,600 労

防舷材取付　海上施工 H=250mm未満 基 本土 *2

防舷材取付　海上施工 H=250mm未満 基 隠岐 10,600 労

防舷材取付　陸上施工 H=250～500mm未満   クレーン抜き 基 本土 *2

防舷材取付　陸上施工 H=250～500mm未満   クレーン抜き 基 隠岐 12,700 労

防舷材取付　海上施工 H=250～500mm未満 基 本土 *2

防舷材取付　海上施工 H=250～500mm未満 基 隠岐 15,600 労

防舷材取付　陸上施工 H=500～800mm未満   クレーン抜き 基 本土 *2

防舷材取付　陸上施工 H=500～800mm未満   クレーン抜き 基 隠岐 16,900 労

防舷材取付　海上施工 H=500～800mm未満 基 本土 *2

防舷材取付　海上施工 H=500～800mm未満 基 隠岐 18,900 労

防舷材取付　陸上施工 H=800mm以上  クレーン抜き 基 本土 *2

防舷材取付　陸上施工 H=800mm以上  クレーン抜き 基 隠岐 20,300 労

防舷材取付　海上施工 H=800mm以上 基 本土 *2

防舷材取付　海上施工 H=800mm以上 基 隠岐 22,600 労

埋込栓取付　陸上施工 H=250mm未満 基 本土 *2

埋込栓取付　陸上施工 H=250mm未満 基 隠岐 7,900 労

埋込栓取付　海上施工 H=250mm未満 基 本土 *2

埋込栓取付　海上施工 H=250mm未満 基 隠岐 9,000 労

埋込栓取付　陸上施工 H=250～500mm未満 基 本土 *2

埋込栓取付　陸上施工 H=250～500mm未満 基 隠岐 11,400 労

埋込栓取付　海上施工 H=250～500mm未満 基 本土 *2

埋込栓取付　海上施工 H=250～500mm未満 基 隠岐 13,600 労

埋込栓取付　陸上施工 H=500～800mm未満 基 本土 *2

埋込栓取付　陸上施工 H=500～800mm未満 基 隠岐 14,500 労

埋込栓取付　海上施工 H=500～800mm未満 基 本土 *2

埋込栓取付　海上施工 H=500～800mm未満 基 隠岐 16,400 労
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２－２－１２　　防舷材取付工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

埋込栓取付　陸上施工 H=800mm以上 基 本土 *2

埋込栓取付　陸上施工 H=800mm以上 基 隠岐 16,800 労

埋込栓取付　海上施工 H=800mm以上 基 本土 *2

埋込栓取付　海上施工 H=800mm以上 基 隠岐 19,300 労

梯子取付　　陸上施工 H=250mm未満　クレーン抜き 基 本土 *2

梯子取付　　陸上施工 H=250mm未満　クレーン抜き 基 隠岐 30,000 労

梯子取付　　海上施工 H=250mm未満  基 本土 *2

梯子取付　　海上施工 H=250mm未満  基 隠岐 30,500 労
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２－２－１３　　車止・縁金物製作・取付工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

車止め取付 二次製品　クレーン抜き m 本土 *2

車止め取付 二次製品　クレーン抜き m 隠岐 1,900 労

縁金物取付 二次製品 m 本土 *2

縁金物取付 二次製品 m 隠岐 1,100 労

191



２－２－１４　　電気防食工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

取付金具製作 組 本土 *2

取付金具製作 組 隠岐 845 労・材

取付金具取付 クレーン抜き 組 本土 *2

取付金具取付 クレーン抜き 組 隠岐 1,250 労

陽極取付 アルミ合金陽極　クレーン込み 個 本土 *2

陽極取付 アルミ合金陽極　クレーン込み 個 隠岐 15,000 機・労

電位測定装置取付 個 本土 *2

電位測定装置取付 個 隠岐 18,500 労

192



２－２－１５　　防砂目地工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

防砂目地板取付 陸上施工 m 本土 *2

防砂目地板取付 陸上施工 m 隠岐 5,300 労

防砂目地板取付 水中施工 m 本土 *2

防砂目地板取付 水中施工 m 隠岐 13,800 機・労
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２－２－１６　　吸出防止工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

防砂シート敷設 陸上施工　クレーン抜き m2 本土 *2

防砂シート敷設 陸上施工　クレーン抜き m2 隠岐 800 機・労

防砂シート敷設 海上施工　台船を使用 m2 本土 *2

防砂シート敷設 海上施工　台船を使用 m2 隠岐 1,100 機・労

防砂シート敷設 海上施工  クレーン付台船を使用 m2 本土 *2

防砂シート敷設 海上施工  クレーン付台船を使用 m2 隠岐 1,550 機・労
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２－２－１７　　港湾構造物塗装工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

係船柱塗装工　新設 錆止め＋下塗り・上塗り m2 本土 *2

係船柱塗装工　新設 錆止め＋下塗り・上塗り m2 隠岐 1,700 労・材

係船柱塗装工  新設・塗替 錆止め m2 本土 *2

係船柱塗装工  新設・塗替 錆止め m2 隠岐 352 労・材

係船柱塗装工  新設・塗替 下塗り・上塗り m2 本土 *2

係船柱塗装工  新設・塗替 下塗り・上塗り m2 隠岐 1,350 労・材

係船柱塗装工  塗替 再錆止め＋下塗り・上塗り m2 本土 *2

係船柱塗装工  塗替 再錆止め＋下塗り・上塗り m2 隠岐 4,250 労・材

車止塗装工　　新設 亜鉛メッキを施した面の塗装 m2 本土 *2

車止塗装工　　新設 亜鉛メッキを施した面の塗装 m2 隠岐 1,800 労・材

車止塗装工　　塗替 既設亜鉛メッキの補修 m2 本土 *2

車止塗装工　　塗替 既設亜鉛メッキの補修 m2 隠岐 2,550 労・材

車止塗装工　　塗替 亜鉛メッキを施ていない面の塗装 m2 本土 *2

車止塗装工　　塗替 亜鉛メッキを施ていない面の塗装 m2 隠岐 2,100 労・材

縁金物塗装工　新設 亜鉛メッキを施した面の塗装 m2 本土 *2

縁金物塗装工　新設 亜鉛メッキを施した面の塗装 m2 隠岐 1,700 労・材

縁金物塗装工  塗替 既設亜鉛メッキの補修 m2 本土 *2

縁金物塗装工  塗替 既設亜鉛メッキの補修 m2 隠岐 2,400 労・材

縁金物塗装工  塗替 亜鉛メッキを施ていない面の塗装 m2 本土 *2

縁金物塗装工  塗替 亜鉛メッキを施ていない面の塗装 m2 隠岐 2,000 労・材
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２－２－１８　　現場鋼材溶接工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

手動アーク溶接(突合せ･開先V型) 陸上施工　板厚６mm以上１２mm未満 m 本土 *2

手動アーク溶接(突合せ･開先V型) 陸上施工　板厚６mm以上１２mm未満 m 隠岐 8,660 労・材

手動アーク溶接(突合せ･開先V型) 陸上施工  板厚１２mm以上１６mm未満 m 本土 *2

手動アーク溶接(突合せ･開先V型) 陸上施工  板厚１２mm以上１６mm未満 m 隠岐 14,000 労・材

手動アーク溶接(突合せ･開先V型) 陸上施工  板厚１６mm以上２０mmまで m 本土 *2

手動アーク溶接(突合せ･開先V型) 陸上施工  板厚１６mm以上２０mmまで m 隠岐 21,800 労・材

手動アーク溶接(突合せ･開先X型) 陸上施工　板厚１６mm以上２０mm未満 m 本土 *2

手動アーク溶接(突合せ･開先X型) 陸上施工　板厚１６mm以上２０mm未満 m 隠岐 20,600 労・材

手動アーク溶接(突合せ･開先X型) 陸上施工　板厚２０mm以上２８mmまで m 本土 *2

手動アーク溶接(突合せ･開先X型) 陸上施工　板厚２０mm以上２８mmまで m 隠岐 31,400 労・材

手動アーク溶接（隅肉・重ね合わせ） 陸上施工　板厚３mm以上８mm未満 m 本土 *2

手動アーク溶接（隅肉・重ね合わせ） 陸上施工　板厚３mm以上８mm未満 m 隠岐 2,050 労・材

手動アーク溶接（隅肉・重ね合わせ） 陸上施工　板厚８mm以上１２mm未満 m 本土 *2

手動アーク溶接（隅肉・重ね合わせ） 陸上施工　板厚８mm以上１２mm未満 m 隠岐 4,450 労・材

手動アーク溶接（隅肉・重ね合わせ） 陸上施工　板厚１２mm以上１６mmまで m 本土 *2

手動アーク溶接（隅肉・重ね合わせ） 陸上施工　板厚１２mm以上１６mmまで m 隠岐 8,560 労・材

手動アーク溶接(突合せ･開先V型) 海上施工　板厚６mm以上１２mm未満 m 本土 *2

手動アーク溶接(突合せ･開先V型) 海上施工　板厚６mm以上１２mm未満 m 隠岐 10,800 労・材

手動アーク溶接(突合せ･開先V型) 海上施工　板厚１２mm以上１６mm未満 m 本土 *2

手動アーク溶接(突合せ･開先V型) 海上施工　板厚１２mm以上１６mm未満 m 隠岐 18,000 労・材

手動アーク溶接(突合せ･開先V型) 海上施工　板厚１６mm以上２０mmまで m 本土 *2

手動アーク溶接(突合せ･開先V型) 海上施工　板厚１６mm以上２０mmまで m 隠岐 27,300 労・材

手動アーク溶接(突合せ･開先X型) 海上施工  板厚１６mm以上２０mm未満 m 本土 *2

手動アーク溶接(突合せ･開先X型) 海上施工  板厚１６mm以上２０mm未満 m 隠岐 25,800 労・材

手動アーク溶接(突合せ･開先X型) 海上施工  板厚２０mm以上２８mm未満 m 本土 *2

手動アーク溶接(突合せ･開先X型) 海上施工  板厚２０mm以上２８mm未満 m 隠岐 38,800 労・材

手動アーク溶接（隅肉・重ね合わせ） 海上施工　板厚３mm以上８mm未満 m 本土 *2

手動アーク溶接（隅肉・重ね合わせ） 海上施工　板厚３mm以上８mm未満 m 隠岐 2,600 労・材
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２－２－１８　　現場鋼材溶接工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

手動アーク溶接（隅肉・重ね合わせ） 海上施工　板厚８mm以上１２mm未満 m 本土 *2

手動アーク溶接（隅肉・重ね合わせ） 海上施工　板厚８mm以上１２mm未満 m 隠岐 6,000 労・材

手動アーク溶接（隅肉・重ね合わせ） 海上施工　板厚１２mm以上１６mmまで m 本土 *2

手動アーク溶接（隅肉・重ね合わせ） 海上施工　板厚１２mm以上１６mmまで m 隠岐 11,000 労・材

半自動アーク溶接　Ⅰ型 陸上施工　板厚６mm以上１０mmまで m 本土 *2

半自動アーク溶接　Ⅰ型 陸上施工　板厚６mm以上１０mmまで m 隠岐 979 労・材

半自動アーク溶接　Ⅴ型 陸上施工　板厚１１mm以上２０mm未満 m 本土 *2

半自動アーク溶接　Ⅴ型 陸上施工　板厚１１mm以上２０mm未満 m 隠岐 4,970 労・材

半自動アーク溶接　Ⅴ型 陸上施工  板厚２０mm以上３０mm未満 m 本土 *2

半自動アーク溶接　Ⅴ型 陸上施工  板厚２０mm以上３０mm未満 m 隠岐 7,990 労・材

半自動アーク溶接　Ⅴ型 陸上施工　板厚３０mm以上３５mmまで m 本土 *2

半自動アーク溶接　Ⅴ型 陸上施工　板厚３０mm以上３５mmまで m 隠岐 11,000 労・材

半自動アーク溶接 　Ｘ型 陸上施工  板厚２５mm以上３５mmまで m 本土 *2

半自動アーク溶接 　Ｘ型 陸上施工  板厚２５mm以上３５mmまで m 隠岐 7,790 労・材

半自動アーク溶接　Ⅰ型 海上施工　板厚６mm以上１０mmまで m 本土 *2

半自動アーク溶接　Ⅰ型 海上施工　板厚６mm以上１０mmまで m 隠岐 1,150 労・材

半自動アーク溶接　Ⅴ型 海上施工  板厚１１mm以上２０mm未満 m 本土 *2

半自動アーク溶接　Ⅴ型 海上施工  板厚１１mm以上２０mm未満 m 隠岐 6,320 労・材

半自動アーク溶接　Ⅴ型 海上施工　板厚２０mm以上３０mm未満 m 本土 *2

半自動アーク溶接　Ⅴ型 海上施工　板厚２０mm以上３０mm未満 m 隠岐 10,000 労・材

半自動アーク溶接　Ⅴ型 海上施工  板厚３０mm以上３５mmまで m 本土 *2

半自動アーク溶接　Ⅴ型 海上施工  板厚３０mm以上３５mmまで m 隠岐 14,300 労・材

半自動アーク溶接 　Ｘ型 海上施工　板厚２５mm以上３５mmまで m 本土 *2

半自動アーク溶接 　Ｘ型 海上施工　板厚２５mm以上３５mmまで m 隠岐 9,740 労・材

水中被覆アーク溶接 板厚３mm以上６mm未満 m 本土 *2

水中被覆アーク溶接 板厚３mm以上６mm未満 m 隠岐 9,700 労・材

水中被覆アーク溶接 板厚６mm以上１０mm未満 m 本土 *2

水中被覆アーク溶接 板厚６mm以上１０mm未満 m 隠岐 17,700 労・材
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２－２－１８　　現場鋼材溶接工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

水中被覆アーク溶接 板厚１０mm以上１３mm未満 m 本土 *2

水中被覆アーク溶接 板厚１０mm以上１３mm未満 m 隠岐 32,400 労・材

水中被覆アーク溶接 板厚１３mm以上１６mmまで m 本土 *2

水中被覆アーク溶接 板厚１３mm以上１６mmまで m 隠岐 51,300 労・材

水中スタッド溶接 下地処理 箇所 本土 *2

水中スタッド溶接 下地処理 箇所 隠岐 390 労

水中スタッド溶接 水中スタッド溶接 本 本土 *2

水中スタッド溶接 水中スタッド溶接 本 隠岐 850 労
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２－２－１９　　現場鋼材切断工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ガス切断（手動） 陸上施工　板厚２mm以上１０mm未満 m 本土 *2

ガス切断（手動） 陸上施工　板厚２mm以上１０mm未満 m 隠岐 1,620 労・材

ガス切断（手動） 陸上施工  板厚１０mm以上２０mm未満 m 本土 *2

ガス切断（手動） 陸上施工  板厚１０mm以上２０mm未満 m 隠岐 1,780 労・材

ガス切断（手動） 陸上施工　板厚２０mm以上３０mmまで m 本土 *2

ガス切断（手動） 陸上施工　板厚２０mm以上３０mmまで m 隠岐 2,140 労・材

ガス切断（手動） 海上施工　板厚２mm以上１０mm未満 m 本土 *2

ガス切断（手動） 海上施工　板厚２mm以上１０mm未満 m 隠岐 1,970 労・材

ガス切断（手動） 海上施工　板厚１０mm以上２０mm未満 m 本土 *2

ガス切断（手動） 海上施工　板厚１０mm以上２０mm未満 m 隠岐 2,230 労・材

ガス切断（手動） 海上施工　板厚２０mm以上３０mmまで m 本土 *2

ガス切断（手動） 海上施工　板厚２０mm以上３０mmまで m 隠岐 2,590 労・材

ガス切断（自動・半自動） 陸上施工　板厚２mm以上１０mm未満 m 本土 *2

ガス切断（自動・半自動） 陸上施工　板厚２mm以上１０mm未満 m 隠岐 822 労・材

ガス切断（自動・半自動） 陸上施工  板厚１０mm以上２０mm未満 m 本土 *2

ガス切断（自動・半自動） 陸上施工  板厚１０mm以上２０mm未満 m 隠岐 1,030 労・材

ガス切断（自動・半自動） 陸上施工　板厚２０mm以上３０mmまで m 本土 *2

ガス切断（自動・半自動） 陸上施工　板厚２０mm以上３０mmまで m 隠岐 1,290 労・材

ガス切断（自動・半自動） 海上施工　板厚２mm以上１０mm未満 m 本土 *2

ガス切断（自動・半自動） 海上施工　板厚２mm以上１０mm未満 m 隠岐 872 労・材

ガス切断（自動・半自動） 海上施工　板厚１０mm以上２０mm未満 m 本土 *2

ガス切断（自動・半自動） 海上施工　板厚１０mm以上２０mm未満 m 隠岐 1,230 労・材

ガス切断（自動・半自動） 海上施工　板厚２０mm以上３０mmまで m 本土 *2

ガス切断（自動・半自動） 海上施工　板厚２０mm以上３０mmまで m 隠岐 1,590 労・材

水中酸素アーク切断 板厚２mm以上１０mm未満 m 本土 *2

水中酸素アーク切断 板厚２mm以上１０mm未満 m 隠岐 13,000 労・材

水中酸素アーク切断 板厚１０mm以上２０mm未満 m 本土 *2

水中酸素アーク切断 板厚１０mm以上２０mm未満 m 隠岐 17,100 労・材
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２－２－１９　　現場鋼材切断工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

水中酸素アーク切断 板厚２０mm以上３０mmまで m 本土 *2

水中酸素アーク切断 板厚２０mm以上３０mmまで m 隠岐 21,800 労・材
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２－２－２０　　かき落とし工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

かき落とし工 m2 本土 *2

かき落とし工 m2 隠岐 5,200 労
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２－２－２１　　汚濁防止膜工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み m 本土 *2

汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み m 隠岐 4,700 機・労

汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み m 本土 *2

汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み m 隠岐 4,300 機・労

汚濁防止膜移設 m 本土 *2

汚濁防止膜移設 m 隠岐 4,000 機・労

202



２－２－２２　　汚濁防止枠工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

汚濁防止枠設置（枠寸法１４×１４ｍ級） 陸上クレーン込み 基 本土 *2

汚濁防止枠設置（枠寸法１４×１４ｍ級） 陸上クレーン込み 基 隠岐 810,000 機・労

汚濁防止枠設置（枠寸法２０×２０ｍ級） 陸上クレーン込み 基 本土 *2

汚濁防止枠設置（枠寸法２０×２０ｍ級） 陸上クレーン込み 基 隠岐 920,000 機・労

汚濁防止枠設置（枠寸法２２×２２ｍ級） 陸上クレーン込み 基 本土 *2

汚濁防止枠設置（枠寸法２２×２２ｍ級） 陸上クレーン込み 基 隠岐 960,000 機・労

汚濁防止枠撤去（枠寸法１４×１４ｍ級） 陸上クレーン込み 基 本土 *2

汚濁防止枠撤去（枠寸法１４×１４ｍ級） 陸上クレーン込み 基 隠岐 710,000 機・労

汚濁防止枠撤去（枠寸法２０×２０ｍ級） 陸上クレーン込み 基 本土 *2

汚濁防止枠撤去（枠寸法２０×２０ｍ級） 陸上クレーン込み 基 隠岐 760,000 機・労

汚濁防止枠撤去（枠寸法２２×２２ｍ級） 陸上クレーン込み 基 本土 *2

汚濁防止枠撤去（枠寸法２２×２２ｍ級） 陸上クレーン込み 基 隠岐 780,000 機・労
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２－２－２３　　伸縮目地工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

伸縮目地取付（上部工） 瀝青系 m2 本土 *2

伸縮目地取付（上部工） 瀝青系 m2 隠岐 1,870 労・材

伸縮目地取付（上部工） 発泡樹脂体系 m2 本土 *2

伸縮目地取付（上部工） 発泡樹脂体系 m2 隠岐 1,970 労・材
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２－２－２４　　浮標灯設置・撤去工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

浮標灯設置 クレーン抜き 個 本土 *2

浮標灯設置 クレーン抜き 個 隠岐 161,000 機・労

浮標灯撤去 クレーン抜き 個 本土 *2

浮標灯撤去 クレーン抜き 個 隠岐 137,000 機・労
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２－３－１　　取付管およびます（塩化ビニル製）工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ます設置工（塩化ビニル製） ます（径１５０ｍｍ） 箇所 本土 *2

ます設置工（塩化ビニル製） ます（径１５０ｍｍ） 箇所 隠岐 11,500 機・労・材

ます設置工（塩化ビニル製） ます（径２００ｍｍ） 箇所 本土 *2

ます設置工（塩化ビニル製） ます（径２００ｍｍ） 箇所 隠岐 14,300 機・労・材

ます設置工（塩化ビニル製） ます（径３００ｍｍ） 箇所 本土 *2

ます設置工（塩化ビニル製） ます（径３００ｍｍ） 箇所 隠岐 23,400 機・労・材

ます設置工（塩化ビニル製） ます（径３５０ｍｍ） 箇所 本土 *2

ます設置工（塩化ビニル製） ます（径３５０ｍｍ） 箇所 隠岐 27,400 機・労・材

取付管布設および支管取付工 管径（１００ｍｍ） 箇所 本土 *2

取付管布設および支管取付工 管径（１００ｍｍ） 箇所 隠岐 10,900 機・労・材

取付管布設および支管取付工 管径（１２５ｍｍ） 箇所 本土 *2

取付管布設および支管取付工 管径（１２５ｍｍ） 箇所 隠岐 13,200 機・労・材

取付管布設および支管取付工 管径（１５０ｍｍ） 箇所 本土 *2

取付管布設および支管取付工 管径（１５０ｍｍ） 箇所 隠岐 15,900 機・労・材

取付管布設および支管取付工 管径（２００ｍｍ） 箇所 本土 *2

取付管布設および支管取付工 管径（２００ｍｍ） 箇所 隠岐 22,600 機・労・材

206



２－３－２　　組立マンホール設置工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

組立マンホール設置工 0号または楕円（2m以下） 箇所 統一 *2 機・労

組立マンホール設置工 0号または楕円（2m超～3m以下） 箇所 統一 *2 機・労

組立マンホール設置工 0号または楕円（3m超～5m以下） 箇所 統一 *2 機・労

組立マンホール設置工 1号（3m以下） 箇所 統一 *2 機・労

組立マンホール設置工 1号（3m超～4m以下） 箇所 統一 *2 機・労

組立マンホール設置工 1号（4m超～5m以下） 箇所 統一 *2 機・労

組立マンホール設置工 2号（4m以下） 箇所 統一 *2 機・労

組立マンホール設置工 2号（4m超～5m以下） 箇所 統一 *2 機・労

組立マンホール設置工 2号（5m超～6m以下） 箇所 統一 *2 機・労

組立マンホール設置工 3号（4m以下） 箇所 統一 *2 機・労

組立マンホール設置工 3号（4m超～5m以下） 箇所 統一 *2 機・労

組立マンホール設置工 3号（5m超～6m以下） 箇所 統一 *2 機・労

207



２－３－３　　小型マンホール工（塩化ビニル製）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

小型マンホール工（塩化ビニル製） 起点・中間　2m以下　150および200mm 箇所 本土 *2

小型マンホール工（塩化ビニル製） 起点・中間　2m以下　150および200mm 箇所 隠岐 38,600 機・労・材

小型マンホール工（塩化ビニル製） 起点・中間　2m以下　250mm 箇所 本土 *2

小型マンホール工（塩化ビニル製） 起点・中間　2m以下　250mm 箇所 隠岐 45,900 機・労・材

小型マンホール工（塩化ビニル製） 起点・中間　2～3.5m　150および200mm 箇所 本土 *2

小型マンホール工（塩化ビニル製） 起点・中間　2～3.5m　150および200mm 箇所 隠岐 42,400 機・労・材

小型マンホール工（塩化ビニル製） 起点・中間　2～3.5m　250mm 箇所 本土 *2

小型マンホール工（塩化ビニル製） 起点・中間　2～3.5m　250mm 箇所 隠岐 49,700 機・労・材

小型マンホール工（塩化ビニル製） 底部会合　2m以下　150および200mm 箇所 本土 *2

小型マンホール工（塩化ビニル製） 底部会合　2m以下　150および200mm 箇所 隠岐 45,900 機・労・材

小型マンホール工（塩化ビニル製） 底部会合　2m以下　250mm 箇所 本土 *2

小型マンホール工（塩化ビニル製） 底部会合　2m以下　250mm 箇所 隠岐 67,900 機・労・材

小型マンホール工（塩化ビニル製） 底部会合　2～3.5m　150および200mm 箇所 本土 *2

小型マンホール工（塩化ビニル製） 底部会合　2～3.5m　150および200mm 箇所 隠岐 49,700 機・労・材

小型マンホール工（塩化ビニル製） 底部会合　2～3.5m　250mm 箇所 本土 *2

小型マンホール工（塩化ビニル製） 底部会合　2～3.5m　250mm 箇所 隠岐 71,700 機・労・材
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２－３－４　　硬質塩化ビニル管設置工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

硬質塩化ビニル管設置工 呼び径１５０mm m 本土 *2

硬質塩化ビニル管設置工 呼び径１５０mm m 隠岐 3,000 機・労・材

硬質塩化ビニル管設置工 呼び径２００mm m 本土 *2

硬質塩化ビニル管設置工 呼び径２００mm m 隠岐 3,770 機・労・材

硬質塩化ビニル管設置工 呼び径２５０mm m 本土 *2

硬質塩化ビニル管設置工 呼び径２５０mm m 隠岐 5,210 機・労・材

硬質塩化ビニル管設置工 呼び径３００mm m 本土 *2

硬質塩化ビニル管設置工 呼び径３００mm m 隠岐 7,560 機・労・材

硬質塩化ビニル管設置工 呼び径３５０mm m 本土 *2

硬質塩化ビニル管設置工 呼び径３５０mm m 隠岐 9,380 機・労・材
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２－３－５　　リブ付硬質塩化ビニル管設置工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径１５０mm m 本土 *2

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径１５０mm m 隠岐 3,100 機・労・材

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径２００mm m 本土 *2

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径２００mm m 隠岐 3,870 機・労・材

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径２５０mm m 本土 *2

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径２５０mm m 隠岐 5,310 機・労・材

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径３００mm m 本土 *2

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径３００mm m 隠岐 7,660 機・労・材

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径３５０mm m 本土 *2

リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径３５０mm m 隠岐 9,480 機・労・材
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２－３－６　　砂基礎工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

砂基礎工 人力施工 m3 統一 *2 機・労

砂基礎工 機械施工 m3 統一 *2 機・労
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２－３－７　　砕石基礎工

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

砕石基礎工 人力施工 m3 統一 *2 機・労

砕石基礎工 機械施工 m3 統一 *2 機・労
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３－１－１　　アスファルト類、燃料類（Ａｓ、舗装資材等）
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

乳剤 プライムコート（ＰＫ３） L 本土 27-4

乳剤 プライムコート（ＰＫ３） L 隠岐 *1

乳剤 タックコート（ＰＫ４） L 本土 27-4

乳剤 タックコート（ＰＫ４） L 隠岐 *1

乳剤 MK１～３（混） L 本土 27-4

乳剤 MK１～３（混） L 隠岐 *1

アスファルト乳剤　 (JIS K 2208) 浸透用･カチオンＰＫ３～４(ﾛｰﾘｰ) ｔ 本土 27-4

アスファルト乳剤　 (JIS K 2208) 浸透用･カチオンＰＫ３～４(ﾛｰﾘｰ) ｔ 隠岐 *1

アスファルト乳剤　 (JIS K 2208) 浸透用・カチオンＰＫＲ－Ｔ（ゴム入り） ｔ 本土 27-4

アスファルト乳剤　 (JIS K 2208) 浸透用・カチオンＰＫＲ－Ｔ（ゴム入り） ｔ 隠岐 *1

プロパンガス 工業用・業務用 kg 本土 27-4

プロパンガス 工業用・業務用 kg 隠岐 *1

プロパンガス 家庭用 kg 本土 27-4

プロパンガス 家庭用 kg 隠岐 *1

アセチレン kg 本土 27-4

アセチレン kg 隠岐 *1

酸素 m3 本土 27-4

酸素 m3 隠岐 *1

炭酸ガス kg 本土 27-4

炭酸ガス kg 隠岐 *1
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３－１－２　　コンクリート舗装用材
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

キャップ φ２５×１００mm 個 統一 27-4

キャップ φ２８×１００mm 個 統一 27-4

スリップバー φ２８×７００mm 本 統一 27-4

スリップバー φ２５×７００mm 本 統一 27-4

タイバー ＳＤ３４５、φ２２×１０００mm 本 統一 27-4

タイバ－ 25×800mm　　ＳＤ295Ａ 本 統一 410

タイバ－ 25×1000mm　　ＳＤ295Ａ 本 統一 510

タイバ－ 32×1000mm　　ＳＤ295Ａ 本 統一 810

注入目地材 ゴム化アスファルト柔低弾性 kg 本土 27-4

注入目地材 ゴム化アスファルト柔低弾性 kg 隠岐 *1

鉄網（鉄筋金網） Ｄ６　１５０mm×１５０mm目 m2 本土 428 コンクリート舗装用

鉄網（鉄筋金網） Ｄ６　１５０mm×１５０mm目 m2 隠岐 458 コンクリート舗装用
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３－２－１　　路側用ガードレール（白色塗装品）
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ガードレール コンクリート建込用 Ｇｒ－Ｂ－2Ｂ(直柱､ﾋﾞｰﾑ､袖､附属品を含む) m 本土 27-4

ガードレール コンクリート建込用 Ｇｒ－Ｂ－2Ｂ(直柱､ﾋﾞｰﾑ､袖､附属品を含む) m 隠岐 *1

ビーム　　　 コンクリート建込用 Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ m 本土 27-4

ビーム　　　 コンクリート建込用 Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ m 隠岐 *1

橋梁用ガードレール Gr-Ck-2PH  塗装仕上げ m 本土 27-4 笠、ベースプレート付き

橋梁用ガードレール Gr-Ck-2PH  塗装仕上げ m 隠岐 *1 笠、ベースプレート付き

ビーム　　　 橋梁用 Ｇｒ－C－2Ｂ-５（笠木含まず） m 本土 27-4

ビーム　　　 橋梁用 Ｇｒ－C－2Ｂ-５（笠木含まず） m 隠岐 *1

ガードレール Ｇｒ－Ｂ－4Ｅ(直柱､ﾋﾞｰﾑ､袖､附属品を含む) m 本土 27-4

ガードレール Ｇｒ－Ｂ－4Ｅ(直柱､ﾋﾞｰﾑ､袖､附属品を含む) m 隠岐 *1

ビーム Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ m 本土 27-4

ビーム Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ m 隠岐 *1

ガードレール Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ(直柱､ﾋﾞｰﾑ､袖､附属品を含む) m 本土 27-4

ガードレール Ｇｒ－Ｃ－2Ｂ(直柱､ﾋﾞｰﾑ､袖､附属品を含む) m 隠岐 *1

ガードレール Ｇｒ－Ｃ－2BS(曲柱､ﾋﾞｰﾑ､袖､附属品を含む)(旧基準） m 本土 27-4

ガードレール Ｇｒ－Ｃ－2BS(曲柱､ﾋﾞｰﾑ､袖､附属品を含む)(旧基準） m 隠岐 *1

ビーム Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ m 本土 27-4

ビーム Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ m 隠岐 *1

ガードレール Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ(直柱､ﾋﾞｰﾑ､袖､附属品を含む) m 本土 27-4

ガードレール Ｇｒ－Ｃ－4Ｅ(直柱､ﾋﾞｰﾑ､袖､附属品を含む) m 隠岐 *1

ガードレール Ｇｒ－Ｃ－4ES(曲柱､ﾋﾞｰﾑ､袖､附属品を含む)（旧基準） m 本土 27-4

ガードレール Ｇｒ－Ｃ－4ES(曲柱､ﾋﾞｰﾑ､袖､附属品を含む)（旧基準） m 隠岐 *1

ビーム Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ m 本土 27-4

ビーム Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ m 隠岐 *1

ビーム曲げ加工費　（Ｌ＝４ｍ） 種別 Ｂ　曲線半径 Ｒ≦４０ｍ 枚 本土 27-4

ビーム曲げ加工費　（Ｌ＝４ｍ） 種別 Ｂ　曲線半径 Ｒ≦４０ｍ 枚 隠岐 *1

ビーム曲げ加工費　（Ｌ＝４ｍ） 種別 Ｃ　曲線半径 Ｒ≦３０ｍ 枚 本土 27-4

ビーム曲げ加工費　（Ｌ＝４ｍ） 種別 Ｃ　曲線半径 Ｒ≦３０ｍ 枚 隠岐 *1
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３－２－１　　路側用ガードレール（白色塗装品）
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

プレガードⅡ Ｂ・Ｃ種用（ブロック設置長18m～20m用) 個 本土 27,100

プレガードⅡ Ｂ・Ｃ種用（ブロック設置長18m～20m用) 個 隠岐 31,800

プレガードⅡ Ｂ・Ｃ種用（ブロック設置長14m～16m用) 個 本土 28,700

プレガードⅡ Ｂ・Ｃ種用（ブロック設置長14m～16m用) 個 隠岐 33,600

プレガードⅡ Ｂ・Ｃ種用（ブロック設置長12m用) 個 本土 30,400

プレガードⅡ Ｂ・Ｃ種用（ブロック設置長12m用) 個 隠岐 35,600

プレガードⅡ Ｂ・Ｃ種用（ブロック設置長10m用) 個 本土 32,200

プレガードⅡ Ｂ・Ｃ種用（ブロック設置長10m用) 個 隠岐 37,700

プレガードⅡ Ｂ・Ｃ種用（ブロック設置長8m用) 個 本土 33,700

プレガードⅡ Ｂ・Ｃ種用（ブロック設置長8m用) 個 隠岐 39,500

Ｇベース B・C種用　400×1000×2000　タイプL 個 本土 28,000

Ｇベース B・C種用　400×1000×2000　タイプL 個 隠岐 33,300

Ｇベース B・C種用　400×1000×2000　標準型 個 本土 30,400

Ｇベース B・C種用　400×1000×2000　標準型 個 隠岐 36,300

Ｇベース B・C種用　400×1100×2000　標準型 個 本土 32,200

Ｇベース B・C種用　400×1100×2000　標準型 個 隠岐 38,300

Ｇベース B・C種用　400×1200×2000　標準型 個 本土 33,700

Ｇベース B・C種用　400×1200×2000　標準型 個 隠岐 40,100

Ｇベース B・C種用　400×1000×2000　天板付 個 本土 31,400

Ｇベース B・C種用　400×1000×2000　天板付 個 隠岐 37,900

Ｇベース B・C種用　400×1100×2000　天板付 個 本土 33,100

Ｇベース B・C種用　400×1100×2000　天板付 個 隠岐 39,800

Ｇベース B・C種用　400×1200×2000　天板付 個 本土 34,600

Ｇベース B・C種用　400×1200×2000　天板付 個 隠岐 41,600
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３－２－２　　路側用ガードケーブル
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ケーブル（φ１８mm×４本掛） Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ（コンクリート用）　メッキ m 本土 27-4

ケーブル（φ１８mm×４本掛） Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ（コンクリート用）　メッキ m 隠岐 *1

中間支柱 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ（コンクリート用）　塗装 本 本土 27-4

中間支柱 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ（コンクリート用）　塗装 本 隠岐 *1

端末支柱（埋込式） Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ（コンクリート用）　塗装 本 本土 27-4

端末支柱（埋込式） Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ（コンクリート用）　塗装 本 隠岐 *1

端末支柱（アンカ式） Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ（コンクリート用）　塗装 本 本土 27-4

端末支柱（アンカ式） Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ（コンクリート用）　塗装 本 隠岐 *1

ケーブル　φ１８mm×４本掛 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ（土中用）　メッキ m 本土 27-4

ケーブル　φ１８mm×４本掛 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ（土中用）　メッキ m 隠岐 *1

中間支柱 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ（土中用）　塗装 本 本土 27-4

中間支柱 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ（土中用）　塗装 本 隠岐 *1

端末支柱（埋込式） Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ（土中用）　塗装 本 本土 27-4

端末支柱（埋込式） Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ（土中用）　塗装 本 隠岐 *1

端末支柱（アンカ式） Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ（土中用）　塗装 本 本土 27-4

端末支柱（アンカ式） Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ（土中用）　塗装 本 隠岐 *1

ケーブル　φ１８mm×３本掛 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ（コンクリート用）　メッキ m 本土 27-4

ケーブル　φ１８mm×３本掛 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ（コンクリート用）　メッキ m 隠岐 *1

中間支柱 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ（コンクリート用）　塗装 本 本土 27-4

中間支柱 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ（コンクリート用）　塗装 本 隠岐 *1

端末支柱（埋込式） Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ（コンクリート用）　塗装 本 本土 27-4

端末支柱（埋込式） Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ（コンクリート用）　塗装 本 隠岐 *1

端末支柱（アンカ式） Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ（コンクリート用）　塗装 本 本土 27-4

端末支柱（アンカ式） Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ（コンクリート用）　塗装 本 隠岐 *1

ケーブル　φ１８mm×３本掛 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ（土中用）　メッキ m 本土 27-4

ケーブル　φ１８mm×３本掛 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ（土中用）　メッキ m 隠岐 *1

中間支柱 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ（土中用）　塗装 本 本土 27-4

中間支柱 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ（土中用）　塗装 本 隠岐 *1
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３－２－２　　路側用ガードケーブル
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

端末支柱（埋込式） Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ（土中用）　塗装 本 本土 27-4

端末支柱（埋込式） Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ（土中用）　塗装 本 隠岐 *1

端末支柱（アンカ式） Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ（土中用）　塗装 本 本土 27-4

端末支柱（アンカ式） Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ（土中用）　塗装 本 隠岐 *1

ケーブル（φ１８mm×４本掛） Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ（コンクリート用）厚メッキ m 本土 27-4

ケーブル（φ１８mm×４本掛） Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ（コンクリート用）厚メッキ m 隠岐 *1

中間支柱 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ（コンクリート用）　メッキ 本 本土 27-4

中間支柱 Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ（コンクリート用）　メッキ 本 隠岐 *1

端末支柱（埋込式） Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ（コンクリート用）　メッキ 本 本土 27-4

端末支柱（埋込式） Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ（コンクリート用）　メッキ 本 隠岐 *1

端末支柱（アンカ式） Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ（コンクリート用）　メッキ 本 本土 27-4

端末支柱（アンカ式） Ｇｃ－Ｂ－４Ｂ（コンクリート用）　メッキ 本 隠岐 *1

ケーブル（φ１８mm×４本掛） Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ（土中用）厚メッキ m 本土 27-4

ケーブル（φ１８mm×４本掛） Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ（土中用）厚メッキ m 隠岐 *1

中間支柱 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ（土中用）　メッキ 本 本土 27-4

中間支柱 Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ（土中用）　メッキ 本 隠岐 *1

端末支柱（埋込式） Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ（土中用）　メッキ 本 本土 27-4

端末支柱（埋込式） Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ（土中用）　メッキ 本 隠岐 *1

端末支柱（アンカ式） Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ（土中用）　メッキ 本 本土 27-4

端末支柱（アンカ式） Ｇｃ－Ｂ－６Ｅ（土中用）　メッキ 本 隠岐 *1

ケーブル（φ１８mm×３本掛） Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ（コンクリート用）厚メッキ m 本土 27-4

ケーブル（φ１８mm×３本掛） Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ（コンクリート用）厚メッキ m 隠岐 *1

中間支柱 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ（コンクリート用）　メッキ 本 本土 27-4

中間支柱 Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ（コンクリート用）　メッキ 本 隠岐 *1

端末支柱（埋込式） Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ（コンクリート用）　メッキ 本 本土 27-4

端末支柱（埋込式） Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ（コンクリート用）　メッキ 本 隠岐 *1

端末支柱（アンカ式） Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ（コンクリート用）　メッキ 本 本土 27-4

端末支柱（アンカ式） Ｇｃ－Ｃ－４Ｂ（コンクリート用）　メッキ 本 隠岐 *1
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３－２－２　　路側用ガードケーブル
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ケーブル（φ１８mm×３本掛） Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ（土中用）厚メッキ m 本土 27-4

ケーブル（φ１８mm×３本掛） Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ（土中用）厚メッキ m 隠岐 *1

中間支柱 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ（土中用）　メッキ 本 本土 27-4

中間支柱 Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ（土中用）　メッキ 本 隠岐 *1

端末支柱（埋込式） Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ（土中用）　メッキ 本 本土 27-4

端末支柱（埋込式） Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ（土中用）　メッキ 本 隠岐 *1

端末支柱（アンカ式） Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ（土中用）　メッキ 本 本土 27-4

端末支柱（アンカ式） Ｇｃ－Ｃ－６Ｅ（土中用）　メッキ 本 隠岐 *1

曲柱エキストラ ガードケーブル支柱 本 本土 27-4

曲柱エキストラ ガードケーブル支柱 本 隠岐 *1
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３－２－３　　歩車道境界用ガードパイプ
本単価は、袖パイプおよび附属品（ボルト・ナット）一式を含む現場着単価である。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ガードパイプ　土中建込用 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　　塗装 m 本土 27-4

ガードパイプ　土中建込用 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　　塗装 m 隠岐 *1

ガードパイプ　土中建込用 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　　塗装 m 本土 27-4

ガードパイプ　土中建込用 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　　塗装 m 隠岐 *1

ガードパイプ　土中建込用 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　　塗装 m 本土 27-4

ガードパイプ　土中建込用 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ　　塗装 m 隠岐 *1

ガードパイプ（コンクリート建込用） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　塗装 m 本土 27-4

ガードパイプ（コンクリート建込用） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　塗装 m 隠岐 *1

ガードパイプ（コンクリート建込用） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装 m 本土 27-4

ガードパイプ（コンクリート建込用） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　塗装 m 隠岐 *1

ガードパイプ（コンクリート建込用） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　塗装 m 本土 27-4

ガードパイプ（コンクリート建込用） Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ　塗装 m 隠岐 *1

ガードパイプ　曲げ加工費 L＝４．０ｍ 本 本土 27-4

ガードパイプ　曲げ加工費 L＝４．０ｍ 本 隠岐 *1

ガードパイプ（土中建込用） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　メッキ m 本土 27-4

ガードパイプ（土中建込用） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ　メッキ m 隠岐 *1

ガードパイプ（土中建込用） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　メッキ m 本土 27-4

ガードパイプ（土中建込用） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ　メッキ m 隠岐 *1

ガードパイプ（コンクリート建込用） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　メッキ m 本土 27-4

ガードパイプ（コンクリート建込用） Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ　メッキ m 隠岐 *1

ガードパイプ（コンクリート建込用） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　メッキ m 本土 27-4

ガードパイプ（コンクリート建込用） Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ　メッキ m 隠岐 *1
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３－２－４　　横断転落防止柵Ｐ種
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

横断転落防止柵Ｐ種 設置高　  80cm　土中建込 m 本土 27-4

横断転落防止柵Ｐ種 設置高　  80cm　土中建込 m 隠岐 *1

横断転落防止柵Ｐ種 設置高　 110cm　土中建込 m 本土 27-4

横断転落防止柵Ｐ種 設置高　 110cm　土中建込 m 隠岐 *1

横断転落防止柵Ｐ種 設置高　  80cm　連続ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込 m 本土 27-4

横断転落防止柵Ｐ種 設置高　  80cm　連続ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込 m 隠岐 *1

横断転落防止柵Ｐ種 設置高　 110cm　連続ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込 m 本土 27-4

横断転落防止柵Ｐ種 設置高　 110cm　連続ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込 m 隠岐 *1

横断転落防止柵Ｐ種 設置高　  80cm　ｺﾝｸﾘ-ﾄ根固建込 m 本土 27-4

横断転落防止柵Ｐ種 設置高　  80cm　ｺﾝｸﾘ-ﾄ根固建込 m 隠岐 *1

横断転落防止柵Ｐ種 設置高　 110cm　ｺﾝｸﾘ-ﾄ根固建込 m 本土 27-4

横断転落防止柵Ｐ種 設置高　 110cm　ｺﾝｸﾘ-ﾄ根固建込 m 隠岐 *1

横断転落防止柵Ｐ種 設置高　 80cm　アンカーボルト固定 m 本土 5,490

横断転落防止柵Ｐ種 設置高　 80cm　アンカーボルト固定 m 隠岐 5,560

横断転落防止柵Ｐ種 設置高　 110cm　アンカーボルト固定 m 本土 6,630

横断転落防止柵Ｐ種 設置高　 110cm　アンカーボルト固定 m 隠岐 6,720

横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） 設置高　  80cm　土中建込 m 本土 4,830 1

横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） 設置高　  80cm　土中建込 m 隠岐 4,900 1

横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） 設置高　 110cm　土中建込 m 本土 6,820 2

横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） 設置高　 110cm　土中建込 m 隠岐 6,920 2

横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） 設置高　  80cm　連続ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込 m 本土 4,360 3

横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） 設置高　  80cm　連続ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込 m 隠岐 4,420 3

横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） 設置高　 110cm　連続ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込 m 本土 6,310 3

横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） 設置高　 110cm　連続ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込 m 隠岐 6,400 3

横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） 設置高　  80cm　ｺﾝｸﾘ-ﾄ根固建込 m 本土 4,440 4

横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） 設置高　  80cm　ｺﾝｸﾘ-ﾄ根固建込 m 隠岐 4,510 4

横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） 設置高　 110cm　ｺﾝｸﾘ-ﾄ根固建込 m 本土 6,390 5

横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） 設置高　 110cm　ｺﾝｸﾘ-ﾄ根固建込 m 隠岐 6,480 5

１．支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、ﾊﾟﾈﾙ500㎜×2,880㎜、根入れ100cm
２．支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、ﾊﾟﾈﾙ50㎜×2,880㎜、根入れ120cm
３．支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、ﾊﾟﾈﾙ50㎜×2,880㎜、根入れ20cm
４．支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、ﾊﾟﾈﾙ50㎜×2,880㎜、根入れ40cm
５．支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、ﾊﾟﾈﾙ50㎜×2,880㎜、根入れ45cm
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３－２－４　　横断転落防止柵Ｐ種
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） 設置高　 80cm　アンカーボルト固定 m 本土 6,700 6

横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） 設置高　 80cm　アンカーボルト固定 m 隠岐 6,780 6

横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） 設置高　 110cm　アンカーボルト固定 m 本土 8,220 6

横断転落防止柵Ｐ種（パネル式） 設置高　 110cm　アンカーボルト固定 m 隠岐 8,320 6

１．支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、ﾊﾟﾈﾙ500㎜×2,880㎜、根入れ100cm
２．支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、ﾊﾟﾈﾙ50㎜×2,880㎜、根入れ120cm
３．支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、ﾊﾟﾈﾙ50㎜×2,880㎜、根入れ20cm
４．支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、ﾊﾟﾈﾙ50㎜×2,880㎜、根入れ40cm
５．支柱φ60.5㎜×3.2㎜、静電粉体塗装、ﾊﾟﾈﾙ50㎜×2,880㎜、根入れ45cm
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３－２－５　　道路標識
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

案内標識 耐食ｱﾙﾐ板､t=2mm､ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 m2 統一 27-4 取付金具別途計上

路線番号案内標識 耐食ｱﾙﾐ板､t=2mm､ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 m2 統一 27-4 取付金具別途計上

警戒標識 耐食ｱﾙﾐ板､t=2mm､封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型 m2 統一 27-4 取付金具別途計上

案内標識取付金具（０．５≦標識m2＞１．０ ｱﾙﾐTｱﾝｸﾞﾙ80×80×8mm､ﾘﾌﾞ金具50×50×25mm m2 統一 8,800

案内標識取付金具（１．０≦標識m2＞２．５ ｱﾙﾐTｱﾝｸﾞﾙ80×80×8mm､ﾘﾌﾞ金具50×50×25mm m2 統一 7,770

案内標識取付金具（２．５≦標識m2） ｱﾙﾐTｱﾝｸﾞﾙ80×80×8mm､ﾘﾌﾞ金具50×50×25mm m2 統一 4,920

路線番号・警戒標識取付金具 ｱﾙﾐ製Uﾊﾞﾝﾄﾞ､60.5×3×40mm 2組 統一 27-4

路線番号・警戒標識取付金具 ｱﾙﾐ製Uﾊﾞﾝﾄﾞ､76.3×5×50mm 2組 統一 27-4

路線番号・警戒標識取付金具 ｱﾙﾐ製Uﾊﾞﾝﾄﾞ､89.1×5×50mm 2組 統一 27-4

交差道路標識　１１８－Ｂ 耐食ｱﾙﾐ板､t=2mm ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型､全面反射 枚 統一 28,400 拡大率1.0倍、取付金具含む

交差道路標識　１１８－Ｂ 耐食ｱﾙﾐ板､t=2mm ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型､全面反射 枚 統一 64,100 拡大率1.5倍、取付金具含む

交差道路標識　１１８の２－Ｂ 耐食ｱﾙﾐ板､t=2mm ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型､全面反射 枚 統一 28,400 拡大率1.0倍、取付金具含む

交差道路標識　１１８の２－Ｂ 耐食ｱﾙﾐ板､t=2mm ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型､全面反射 枚 統一 64,100 拡大率1.5倍、取付金具含む

交差道路標識　１１８－Ｃ 耐食ｱﾙﾐ板､t=2mm ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型､全面反射 枚 統一 28,400 拡大率1.0倍、取付金具含む

交差道路標識　１１８－Ｃ 耐食ｱﾙﾐ板､t=2mm ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型､全面反射 枚 統一 64,100 拡大率1.5倍、取付金具含む

交差道路標識　１１８の２－Ｃ 耐食ｱﾙﾐ板､t=2mm ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型､全面反射 枚 統一 28,400 拡大率1.0倍、取付金具含む

交差道路標識　１１８の２－Ｃ 耐食ｱﾙﾐ板､t=2mm ､広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ型､全面反射 枚 統一 64,100 拡大率1.5倍、取付金具含む

規制標識　３０１～３２５－４ 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ型 枚 統一 27-4 拡大率1.0倍、取付金具含む

規制標識　３０１～３２５－４ 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型 枚 統一 27-4 拡大率1.5倍、取付金具含む

補助標識　１２０×４００ 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型 枚 統一 1,290 拡大率２／３倍、取付金具含む

補助標識　１８０×６００ 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型 枚 統一 27-4 拡大率1.0倍、取付金具含む

補助標識　１５０×４００ 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型 枚 統一 1,620 拡大率２／３倍、取付金具含む

補助標識　２２０×６００ 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型 枚 統一 27-4 拡大率1.0倍、取付金具含む

補助標識　２２０×４００ 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型 枚 統一 2,380 拡大率２／３倍、取付金具含む

補助標識　３１０×６００ 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ・封入ﾚﾝｽﾞ型 枚 統一 27-4 拡大率1.0倍、取付金具含む

曲線部補助標識   （全面反射） 耐食ｱﾙﾐ板1200×900×2mm ､ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ型 枚 統一 54,000 取付金具、柱は別途計上

道路標識柱（単柱式） 静電粉体塗装　φ60.5×3000×2.3mm 本 統一 27-4

道路標識柱（単柱式） 静電粉体塗装　φ60.5×3500×2.3mm 本 統一 27-4

道路標識柱（単柱式） 静電粉体塗装　φ60.5×4000×2.3mm 本 統一 27-4
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３－２－５　　道路標識
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路標識柱（単柱式） 溶融亜鉛ﾒｯｷ 　φ60.5×3500×3.2mm 本 統一 8,850

道路標識柱（単柱式） 溶融亜鉛ﾒｯｷ 　φ60.5×4000×3.2mm 本 統一 10,100

道路標識柱（単柱式） 溶融亜鉛ﾒｯｷ 　φ76.3×3500×3.2mm 本 統一 12,000

道路標識柱（単柱式） 溶融亜鉛ﾒｯｷ 　φ76.3×4000×3.2mm 本 統一 13,700

道路標識柱（単柱式） 溶融亜鉛ﾒｯｷ 　φ89.1×3000×3.2mm 本 統一 13,300

道路標識柱（単柱式） 溶融亜鉛ﾒｯｷ   φ89.1×3500×3.2mm 本 統一 15,500

道路標識柱（単柱式） 溶融亜鉛ﾒｯｷ 　φ89.1×4000×3.2mm 本 統一 17,800

道路標識柱（曲柱式） 静電粉体塗装  φ60.5×3500×2.3mm 本 統一 8,570

道路標識柱（曲柱式） 溶融亜鉛ﾒｯｷ   φ60.5×3500×3.2mm 本 統一 10,900

道路標識柱（曲柱式） 溶融亜鉛ﾒｯｷ 　φ60.5×4500×3.2mm 本 統一 13,400

道路標識柱（曲柱式） 溶融亜鉛ﾒｯｷ   φ76.3×3500×3.2mm 本 統一 14,600

道路標識柱（曲柱式） 溶融亜鉛ﾒｯｷ 　φ76.3×4500×3.2mm 本 統一 18,000

道路標識柱（曲柱式） 溶融亜鉛ﾒｯｷ 　φ89.1×3500×3.2mm 本 統一 19,000

道路標識柱（曲柱式） 溶融亜鉛ﾒｯｷ 　φ89.1×4500×3.2mm 本 統一 23,600

道路標識柱（曲柱式） 溶融亜鉛ﾒｯｷ 　φ89.1×5000×3.2mm 本 統一 25,800

道路標識柱（テ－パ－ポール） 亜鉛ﾒｯｷ鋼管､先端径 70mm ､埋込式 本 統一 27-4

道路標識柱（テ－パ－ポール） 亜鉛ﾒｯｷ鋼管､先端径 75mm ､埋込式 本 統一 27-4

道路標識柱（テ－パ－ポール） 亜鉛ﾒｯｷ鋼管､先端径 85mm ､埋込式 本 統一 27-4

道路標識柱（テ－パ－ポール） 亜鉛ﾒｯｷ鋼管､先端径 90mm ､埋込式 本 統一 27-4

道路標識柱（テ－パ－ポール） 亜鉛ﾒｯｷ鋼管､先端径 95mm ､埋込式 本 統一 27-4

道路標識柱（テ－パ－ポール） 亜鉛ﾒｯｷ鋼管､先端径100mm ､埋込式 本 統一 27-4

道路標識柱（テ－パ－ポール） 亜鉛ﾒｯｷ鋼管､先端径 70mm ､ﾍﾞ-ｽ式 本 統一 27-4 アンカーボルトを含まない

道路標識柱（テ－パ－ポール） 亜鉛ﾒｯｷ鋼管､先端径 75mm ､ﾍﾞ-ｽ式 本 統一 27-4 アンカーボルトを含まない

道路標識柱（テ－パ－ポール） 亜鉛ﾒｯｷ鋼管､先端径 85mm ､ﾍﾞ-ｽ式 本 統一 27-4 アンカーボルトを含まない

道路標識柱（テ－パ－ポール） 亜鉛ﾒｯｷ鋼管､先端径 90mm ､ﾍﾞ-ｽ式 本 統一 27-4 アンカーボルトを含まない

道路標識柱（テ－パ－ポール） 亜鉛ﾒｯｷ鋼管､先端径 95mm ､ﾍﾞ-ｽ式 本 統一 27-4 アンカーボルトを含まない

道路標識柱（テ－パ－ポール） 亜鉛ﾒｯｷ鋼管､先端径100mm ､ﾍﾞ-ｽ式 本 統一 27-4 アンカーボルトを含まない
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３－２－６　　大型道路標識柱

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

大型道路標識柱(ｵ-ﾊﾞ-ﾊﾝｸﾞ式)(逆L型) 亜鉛メッキ鋼管 ｔ 統一 27-4

大型道路標識柱(ｵ-ﾊﾞ-ﾊﾝｸﾞ式)(T型) 亜鉛メッキ鋼管 ｔ 統一 27-4

大型道路標識柱(ｵ-ﾊﾞ-ﾊﾝｸﾞ式)(F型) 亜鉛メッキ鋼管 ｔ 統一 27-4

大型道路標識柱(ｵ-ﾊﾞ-ﾊﾝｸﾞ式)(WF型) 亜鉛メッキ鋼管 ｔ 統一 27-4

大型道路標識柱(ｵ-ﾊﾞ-ﾍｯﾄﾞ式)(ﾄﾗｽ型) 亜鉛メッキ鋼管 ｔ 統一 27-4

大型道路標識柱(ｵ-ﾊﾞ-ﾍｯﾄﾞ式)(単柱型) 亜鉛メッキ鋼管 ｔ 統一 27-4
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３－２－７　　道路反射鏡
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路反射鏡　鏡体 φ１０００mm、ステンレスミラ－ 面 統一 27-4

道路反射鏡　支柱 静電粉体塗装､φ89.1×4400×3.2mm 本 統一 27-4

道路反射鏡　注意板 ｱﾙﾐ板､600×180×1.0mm 組 統一 27-4
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３－２－８　　道路照明
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

道路照明  テ－パ－ポ－ル 8-8 ､ 8-18､埋込式 本 本土 27-4 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 8-8 ､ 8-18､埋込式 本 隠岐 *1 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 8-8 ､ 8-18､ ﾍﾞ-ｽ式 本 本土 27-4 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 8-8 ､ 8-18､ ﾍﾞ-ｽ式 本 隠岐 *1 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 10-8 ､10-21､10-23､埋込式 本 本土 27-4 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 10-8 ､10-21､10-23､埋込式 本 隠岐 *1 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 10-8 ､10-21､10-23､ﾍﾞ-ｽ式 本 本土 27-4 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 10-8 ､10-21､10-23､ﾍﾞ-ｽ式 本 隠岐 *1 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 12-8 ､12-23､12-28､埋込式 本 本土 27-4 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 12-8 ､12-23､12-28､埋込式 本 隠岐 *1 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 12-8 ､12-23､12-28､ﾍﾞ-ｽ式 本 本土 27-4 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 12-8 ､12-23､12-28､ﾍﾞ-ｽ式 本 隠岐 *1 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 8-8Y､8-18Y､埋込式 本 本土 27-4 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 8-8Y､8-18Y､埋込式 本 隠岐 *1 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 8-8Y､8-18Y､ﾍﾞ-ｽ式 本 本土 27-4 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 8-8Y､8-18Y､ﾍﾞ-ｽ式 本 隠岐 *1 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 10-8Y､10-21Y､10-23Y､埋込式 本 本土 27-4 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 10-8Y､10-21Y､10-23Y､埋込式 本 隠岐 *1 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 10-8Y､10-21Y､10-23Y､ﾍﾞ-ｽ式 本 本土 27-4 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 10-8Y､10-21Y､10-23Y､ﾍﾞ-ｽ式 本 隠岐 *1 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 12-8Y､12-23Y､12-28Y､埋込式 本 本土 27-4 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 12-8Y､12-23Y､12-28Y､埋込式 本 隠岐 *1 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 12-8Y､12-23Y､12-28Y､ﾍﾞ-ｽ式 本 本土 27-4 亜鉛メッキ鋼管

道路照明  テ－パ－ポ－ル 12-8Y､12-23Y､12-28Y､ﾍﾞ-ｽ式 本 隠岐 *1 亜鉛メッキ鋼管

ﾍﾞ-ｽ式はｱﾝｶ-ﾎﾞﾙﾄを含まない
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３－２－９　　視線誘導標・スノーポール
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

スノ－ポ－ル兼用デリネータ 2段式ｱﾙﾐﾍｯﾄﾞ､上部片面ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､φ100 本 統一 8,040

スノ－ポ－ル兼用デリネータ 2段式ｱﾙﾐﾍｯﾄﾞ､下部片面ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､φ100 本 統一 8,040

スノ－ポ－ル兼用デリネータ 2段式ｱﾙﾐﾍｯﾄﾞ､上･下片面ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､φ100 本 統一 8,400

スノ－ポ－ル兼用デリネータ 2段式ｱﾙﾐﾍｯﾄﾞ､下部両面ﾌﾟﾘｽﾞﾑ､φ100 本 統一 8,620

静電粉体塗装､上部外径φ38㎜ ､下部外径φ60.5㎜

228



３－２－１０　　視覚障害者誘導用ブロック
１．工事現場渡し単価とする。
２．ＪＩＳ　Ｔ　９２５１規格品・規格外品とも、同一単価を適用する。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

視覚障害者誘導用ブロック(位置表示用) 黄色 300×300×60mm 枚 本土 550

視覚障害者誘導用ブロック(位置表示用) 黄色 300×300×60mm 枚 隠岐 625

視覚障害者誘導用ブロック(誘導表示用) 黄色 300×300×60mm 枚 本土 550

視覚障害者誘導用ブロック(誘導表示用) 黄色 300×300×60mm 枚 隠岐 625

視覚障害者誘導用ブロック(屈折点表示用) 黄色 300×300×60mm 枚 本土 550

視覚障害者誘導用ブロック(屈折点表示用) 黄色 300×300×60mm 枚 隠岐 625
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３－２－１１　　視線誘導標（デリネーター）
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

φ100mm･プリズム両面 φ６１×１２００mm　アルミヘッド 本 本土 27-4 2

φ100mm･プリズム両面 φ６１×１２００mm　アルミヘッド 本 隠岐 *1 2

φ100mm･プリズム両面 ガードレール用　アルミヘッド 個 本土 27-4

φ100mm･プリズム両面 ガードレール用　アルミヘッド 個 隠岐 *1

大型反射鏡（キングライト） φ３００mm 本 本土 27-4 3

大型反射鏡（キングライト） φ３００mm 本 隠岐 *1 3

φ100mm･プリズム両面 φ６１×１５００mm　アルミヘッド 本 本土 27-4 4

φ100mm･プリズム両面 φ６１×１５００mm　アルミヘッド 本 隠岐 *1 4

大型反射鏡（キングライト） φ３００mm　　片面プリズム 枚 本土 6,440 1

大型反射鏡（キングライト） φ３００mm　　片面プリズム 枚 隠岐 6,440 1

ロードマーカー １００×１００×１７mm　両面プリズム 個 本土 27-4 5 接着剤含む

ロードマーカー １００×１００×１７mm　両面プリズム 個 隠岐 *1 5 接着剤含む

１．プリズム反射板のみ、ツバなし
２．コンクリート建込用、静電粉体塗装、島根県（県名表示あり）
３．静電粉体塗装、土中建込用
４．土中建込用、静電粉体塗装、島根県（県名表示あり）
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３－２－１２　　道路鋲
１．工事現場渡し単価とする。
２．接着剤（３００ｇ／個）、注入モルタルは別途計上すること。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

チャッターバ　　アルミ製 150×150～130×40～30　両面 個 本土 3,920

チャッターバ　　アルミ製 150×150～130×40～30　両面 個 隠岐 3,920

チャッターバ　　アルミ製 150×150～130×40～30　片面 個 本土 3,440

チャッターバ　　アルミ製 150×150～130×40～30　片面 個 隠岐 3,440
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３－２－１３　　接着剤
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

接着剤（道路鋲用） エポキシ樹脂系 kg 本土 2,240

接着剤（道路鋲用） エポキシ樹脂系 kg 隠岐 2,350

接着剤（コンクリート嵩上用） エポキシ樹脂系  ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#202(0.8kg/m2 ) kg 本土 2,400

接着剤（コンクリート嵩上用） エポキシ樹脂系  ｼｮｰﾎﾞﾝﾄﾞ#202(0.8kg/m2 ) kg 隠岐 2,520
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３－２－１４　　区画線

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

トラフィックペイント溶融型 JIS K 5665　３種１号　白色 kg 統一 27-4

トラフィックペイント溶融型 JIS K 5665　３種１号　黄色 kg 統一 27-4

トラフィックペイント加熱型 JIS K 5665　２種２号　白色 Ｌ 統一 27-4

トラフィックペイント加熱型 JIS K 5665　２種２号　黄色 Ｌ 統一 27-4

トラフィックペイント常温型 JIS K 5665　１種２号　白色 Ｌ 統一 27-4

トラフィックペイント常温型 JIS K 5665　１種２号　黄色 Ｌ 統一 27-4

ガラスビーズ JIS R 3301　0.106～0.850 kg 統一 27-4

接着用プライマー 区画線用 kg 統一 27-4

区画線消去機（カッター） ハンドガイド機械式・削り取式 台 統一 13,600 ３個１組
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３－２－１５　　木製ガードレール
１．工事現場渡し単価とする。
２．Ｂ……主要な一般国道、地方道および都市内の主要道に使用する。
Ｃ……その他の道路に使用する。
2E……土中、支柱間隔２．０ｍ
2B……コンクリート、支柱間隔２．０ｍ
３．ビームは、ボルト・ナット等を含む単価である。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ウッドガードレール　土中用 ＷＧｒ－Ｃ－２Ｅ（支柱、ﾋﾞｰﾑ､袖､付属品含む) m 本土 23,600

ウッドガードレール　土中用 ＷＧｒ－Ｃ－２Ｅ（支柱、ﾋﾞｰﾑ､袖､付属品含む) m 隠岐 24,500

ウッドガードレール　土中用 ＷＧｒ－Ｂ－２Ｅ（支柱、ﾋﾞｰﾑ､袖､付属品含む) m 本土 25,900

ウッドガードレール　土中用 ＷＧｒ－Ｂ－２Ｅ（支柱、ﾋﾞｰﾑ､袖､付属品含む) m 隠岐 26,900

ウッドガードレール　コンクリート建込用 ＷＧｒ－Ｃ－２Ｂ（支柱、ﾋﾞｰﾑ､袖､付属品含む) m 本土 18,100

ウッドガードレール　コンクリート建込用 ＷＧｒ－Ｃ－２Ｂ（支柱、ﾋﾞｰﾑ､袖､付属品含む) m 隠岐 18,800

ウッドガードレール　コンクリート建込用 ＷＧｒ－Ｂ－２Ｂ（支柱、ﾋﾞｰﾑ､袖､付属品含む) m 本土 20,400

ウッドガードレール　コンクリート建込用 ＷＧｒ－Ｂ－２Ｂ（支柱、ﾋﾞｰﾑ､袖､付属品含む) m 隠岐 21,200

ウッドガードレール　歩車道境界用 ＷＧｒ－Ｃｐ－２Ｅ（支柱、ﾋﾞｰﾑ､袖､付属品含む) m 本土 23,600

ウッドガードレール　歩車道境界用 ＷＧｒ－Ｃｐ－２Ｅ（支柱、ﾋﾞｰﾑ､袖､付属品含む) m 隠岐 24,500

ウッドガードレール　歩車道境界用 ＷＧｒ－Ｂｐ－２Ｅ（支柱、ﾋﾞｰﾑ､袖､付属品含む) m 本土 25,900

ウッドガードレール　歩車道境界用 ＷＧｒ－Ｂｐ－２Ｅ（支柱、ﾋﾞｰﾑ､袖､付属品含む) m 隠岐 26,900

ウッドビーム φ２００（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ等を含む) m 本土 7,480

ウッドビーム φ２００（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ等を含む) m 隠岐 7,770

ウッドビーム φ１８０（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ等を含む) m 本土 6,120

ウッドビーム φ１８０（ﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ等を含む) m 隠岐 6,360
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３－２－１６　　防護柵根入れ長測定・報告書作成

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

防護柵根入れ長測定・報告書作成 測定本数≦１０本 式 統一 185,000 1,2,3,4,5機器損料・消耗材料込み

防護柵根入れ長測定・報告書作成 １０本＜測定本数≦３０本 式 統一 265,000 1,2,3,4,5機器損料・消耗材料込み

防護柵根入れ長測定・報告書作成 ３０本＜測定本数≦５０本 式 統一 378,000 1,2,3,4,5機器損料・消耗材料込み

防護柵根入れ長測定・報告書作成 ５０本＜測定本数≦８０本 式 統一 458,000 1,2,3,4,5機器損料・消耗材料込み

１．捨石・被覆石等は作業船等による現場投入渡しとする。。※１、※２
※１ 作業船等の航行可能水深は－４．０ｍ以深とする。
※２ 瀬取り時には現場投入渡しを台船積込渡しと読みかえる。
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１．旅費交通費は別途計上すること。なお、移動手段は、業務連絡車（ライトバン）とし、積算上の基地は、、松江市役所（本所）、出雲市役所（本所）、江津市役所（本所）、
　　浜田市役所（本所）とする。
　　また、隠岐地区への起点港は七類港とする。
２．測定に要する日数は以下のとおり。
（１）測定本数≦１０本・・・０．５日
（２）１０本＜測定本数≦３０本・・・１．０日
（３）３０本＜測定本数≦５０本・・・１．５日
（４）５０本＜測定本数≦８０本・・・２．０日
３．測定に要する人数は、２名。
４．単価及び測定にかかる旅費交通費は、共通仮設費の技術管理費に積上計上する。
　　なお、本単価は諸経費込みの単価であるため、現場管理費及び一般管理費の対象としない。
５．施工本数ではないことに留意すること。



３－３－１　　電線共同溝（C・C・BOX）
１．工事現場渡し単価とする。
２．以下の管路材以外の特殊部材は別途見積もりによることとする｡

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　直管 ＨＩＶＰφ150 Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 4,330 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　直管 ＨＩＶＰφ150 Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 4,450 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　直管 ＨＩＶＰφ125 Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 4,070 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　直管 ＨＩＶＰφ125 Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 4,190 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　直管 ＨＩＶＰφ100 Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 2,470 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　直管 ＨＩＶＰφ100 Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 2,540 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　直管 ＨＩＶＰφ75 Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 1,690 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　直管 ＨＩＶＰφ75 Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 1,740 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　直管 ＨＩＶＰφ150 Ｌ＝2000（電共用） 本 本土 8,130 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　直管 ＨＩＶＰφ150 Ｌ＝2000（電共用） 本 隠岐 8,370 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　直管 ＨＩＶＰφ125　Ｌ＝2000（電共用） 本 本土 7,650 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　直管 ＨＩＶＰφ125　Ｌ＝2000（電共用） 本 隠岐 7,870 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　直管 ＨＩＶＰφ100 Ｌ＝2000（電共用） 本 本土 4,620 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　直管 ＨＩＶＰφ100 Ｌ＝2000（電共用） 本 隠岐 4,750 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　直管 ＨＩＶＰφ75 Ｌ＝2000（電共用） 本 本土 3,170 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　直管 ＨＩＶＰφ75 Ｌ＝2000（電共用） 本 隠岐 3,260 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　曲管 ＨＩＶＰφ150　Ｒ10　 Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 6,650 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　曲管 ＨＩＶＰφ150　Ｒ10　 Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 6,840 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　曲管 ＨＩＶＰφ150　Ｒ6　 Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 6,650 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　曲管 ＨＩＶＰφ150　Ｒ6　 Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 6,840 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　曲管 ＨＩＶＰφ125　Ｒ10　 Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 5,550 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　曲管 ＨＩＶＰφ125　Ｒ10　 Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 5,710 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　曲管 ＨＩＶＰφ125　Ｒ6　 Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 5,550 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　曲管 ＨＩＶＰφ125　Ｒ6　 Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 5,710 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　曲管 ＨＩＶＰφ100　Ｒ10　 Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 3,880 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　曲管 ＨＩＶＰφ100　Ｒ10　 Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 3,990 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　曲管 ＨＩＶＰφ100　Ｒ6　 Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 3,880 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　曲管 ＨＩＶＰφ100　Ｒ6　 Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 3,990 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　曲管 ＨＩＶＰφ75　Ｒ10　 Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 2,600 ゴム輪受口付
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３－３－１　　電線共同溝（C・C・BOX）
１．工事現場渡し単価とする。
２．以下の管路材以外の特殊部材は別途見積もりによることとする｡

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　曲管 ＨＩＶＰφ75　Ｒ10　 Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 2,670 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　曲管 ＨＩＶＰφ75　Ｒ6　 Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 2,600 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　曲管 ＨＩＶＰφ75　Ｒ6　 Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 2,670 ゴム輪受口付

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　　　　受口付ベルマウス ＨＩＶＰφ150（電共用） 本 本土 6,090

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　　　　受口付ベルマウス ＨＩＶＰφ150（電共用） 本 隠岐 6,270

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　　　　受口付ベルマウス ＨＩＶＰφ125（電共用） 本 本土 5,480

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　　　　受口付ベルマウス ＨＩＶＰφ125（電共用） 本 隠岐 5,640

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　　　　受口付ベルマウス ＨＩＶＰφ100（電共用） 本 本土 3,620

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　　　　受口付ベルマウス ＨＩＶＰφ100（電共用） 本 隠岐 3,720

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　　　　受口付ベルマウス ＨＩＶＰφ75（電共用） 本 本土 3,250

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　　　　受口付ベルマウス ＨＩＶＰφ75（電共用） 本 隠岐 3,340

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　　　　差口付ベルマウス ＨＩＶＰφ150（電共用） 本 本土 4,740

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　　　　差口付ベルマウス ＨＩＶＰφ150（電共用） 本 隠岐 4,880

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　　　　差口付ベルマウス ＨＩＶＰφ125（電共用） 本 本土 4,220

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　　　　差口付ベルマウス ＨＩＶＰφ125（電共用） 本 隠岐 4,340

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　　　　差口付ベルマウス ＨＩＶＰφ100（電共用） 本 本土 2,760

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　　　　差口付ベルマウス ＨＩＶＰφ100（電共用） 本 隠岐 2,840

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　　　　差口付ベルマウス ＨＩＶＰφ75（電共用） 本 本土 2,320

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　　　　　差口付ベルマウス ＨＩＶＰφ75（電共用） 本 隠岐 2,380

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　管台 φ１５０－２５０Ｐ 個 本土 337

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　管台 φ１５０－２５０Ｐ 個 隠岐 347

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　管台 φ１００－２５０Ｐ 個 本土 262

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　管台 φ１００－２５０Ｐ 個 隠岐 269

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　管台 φ７５－１５０Ｐ 個 本土 210

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　管台 φ７５－１５０Ｐ 個 隠岐 216

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　半割継手 ＨＩＶＰφ150（電共用） 個 本土 6,260

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　半割継手 ＨＩＶＰφ150（電共用） 個 隠岐 6,440

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　半割継手 ＨＩＶＰφ125（電共用） 個 本土 6,160

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　半割継手 ＨＩＶＰφ125（電共用） 個 隠岐 6,340
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３－３－１　　電線共同溝（C・C・BOX）
１．工事現場渡し単価とする。
２．以下の管路材以外の特殊部材は別途見積もりによることとする｡

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　半割継手 ＨＩＶＰφ100（電共用） 個 本土 5,210

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　半割継手 ＨＩＶＰφ100（電共用） 個 隠岐 5,360

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　半割継手 ＨＩＶＰφ75（電共用） 個 本土 4,950

電力用耐衝撃性硬質塩化ビニル管　半割継手 ＨＩＶＰφ75（電共用） 個 隠岐 5,090

通信用硬質塩化ビニル管　直管 ＰＶφ75　Ｌ＝5000（電共用） 本 本土 27-4 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　直管 ＰＶφ75　Ｌ＝5000（電共用） 本 隠岐 *1 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　直管 ＰＶφ50　Ｌ＝5000（電共用） 本 本土 2,010 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　直管 ＰＶφ50　Ｌ＝5000（電共用） 本 隠岐 2,070 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＰＶφ75　R10 Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 27-4 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＰＶφ75　R10 Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 *1 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＰＶφ75　Ｒ6　Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 27-4 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＰＶφ75　Ｒ6　Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 *1 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＰＶφ50　R10 Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 27-4 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＰＶφ50　R10 Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 *1 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＰＶφ50　Ｒ6　Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 27-4 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＰＶφ50　Ｒ6　Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 *1 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　ダクトスリーブ ＰＶφ50  Ｌ＝325（電共用） 本 本土 1,180

通信用硬質塩化ビニル管　ダクトスリーブ ＰＶφ50  Ｌ＝325（電共用） 本 隠岐 1,210

通信用硬質塩化ビニル管　ダクトスリーブ ＰＶφ75  Ｌ＝360（電共用）　 本 本土 1,510

通信用硬質塩化ビニル管　ダクトスリーブ ＰＶφ75  Ｌ＝360（電共用）　 本 隠岐 1,555

通信用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰφ150　Ｌ＝5000（電共用） 本 本土 27-4 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰφ150　Ｌ＝5000（電共用） 本 隠岐 *1 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰφ100　Ｌ＝5000（電共用） 本 本土 27-4 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＰφ100　Ｌ＝5000（電共用） 本 隠岐 *1 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＶＰφ150　Ｒ10　Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 27-4 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＶＰφ150　Ｒ10　Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 *1 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＶＰφ100　Ｒ10　Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 27-4 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＶＰφ100　Ｒ10　Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 *1 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　ダクトスリーブ VＰφ150（電共用） 個 本土 27-4
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３－３－１　　電線共同溝（C・C・BOX）
１．工事現場渡し単価とする。
２．以下の管路材以外の特殊部材は別途見積もりによることとする｡

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

通信用硬質塩化ビニル管　ダクトスリーブ VＰφ150（電共用） 個 隠岐 *1

通信用硬質塩化ビニル管　ダクトスリーブ VＰφ100（電共用） 個 本土 27-4

通信用硬質塩化ビニル管　ダクトスリーブ VＰφ100（電共用） 個 隠岐 *1

通信用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＥφ82　Ｌ＝5000（電共用） 本 本土 5,260 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＥφ82　Ｌ＝5000（電共用） 本 隠岐 5,410 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＥφ54  Ｌ＝5000（電共用） 本 本土 2,420 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　直管 ＶＥφ54  Ｌ＝5000（電共用） 本 隠岐 2,490 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＶＥφ82　Ｒ6　Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 3,000 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＶＥφ82　Ｒ6　Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 3,090 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＶＥφ54　Ｒ6　Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 2,480 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＶＥφ54　Ｒ6　Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 2,550 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＶＥφ82  Ｒ10 Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 3,000 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＶＥφ82  Ｒ10 Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 3,090 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＶＥφ54  Ｒ10 Ｌ＝1000（電共用） 本 本土 2,480 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　曲管 ＶＥφ54  Ｒ10 Ｌ＝1000（電共用） 本 隠岐 2,550 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　ベルマウス ＶＥφ82（電共用） 本 本土 4,210 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　ベルマウス ＶＥφ82（電共用） 本 隠岐 4,330 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　ベルマウス ＶＥφ54（電共用） 本 本土 3,440 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　ベルマウス ＶＥφ54（電共用） 本 隠岐 3,540 ゴム輪受口付

通信用硬質塩化ビニル管　管台 φ７５－１５０Ｐ（スペーサ） 個 本土 －

通信用硬質塩化ビニル管　管台 φ７５－１５０Ｐ（スペーサ） 個 隠岐 －

通信用硬質塩化ビニル管　管台 ＶＥφ82　130Ｐ 個 本土 225

通信用硬質塩化ビニル管　管台 ＶＥφ82　130Ｐ 個 隠岐 230

通信用硬質塩化ビニル管　管台 ＶＥ５４用 個 本土 195

通信用硬質塩化ビニル管　管台 ＶＥ５４用 個 隠岐 200

通信用硬質塩化ビニル管　管台 φ100用 個 本土 27-4

通信用硬質塩化ビニル管　管台 φ100用 個 隠岐 *1

通信用硬質塩化ビニル管　管台 φ150用 個 本土 27-4

通信用硬質塩化ビニル管　管台 φ150用 個 隠岐 *1
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３－３－１　　電線共同溝（C・C・BOX）
１．工事現場渡し単価とする。
２．以下の管路材以外の特殊部材は別途見積もりによることとする｡

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

埋設標識テープ １５０mm×５０ｍ m 本土 63

埋設標識テープ １５０mm×５０ｍ m 隠岐 65
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３－４－１　　トンネル掘削資材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

テーパーロッド ２２mm×０．８ｍ 本 統一 27-4

テーパーロッド ２２mm×１．１ｍ 本 統一 27-4

テーパーロッド ２２mm×１．７ｍ 本 統一 27-4

テーパーロッド ２２mm×２．０ｍ 本 統一 27-4

テーパーロッド ２２mm×２．３ｍ 本 統一 27-4

テーパーロッド ２５Ｈ×２．０ｍ 本 統一 27-4

カッタービット ＲＭ８－２５ 個 統一 9,540 軟岩用トンネル掘進機

含水爆薬（２０ｔ以上使用） スラリ－２００ｇ・火薬庫設置 kg 本土 1,110

含水爆薬（２０ｔ以上使用） スラリ－２００ｇ・火薬庫設置 kg 隠岐 1,150

含水爆薬（２０ｔ未満使用） スラリ－２００ｇ・火薬庫設置 kg 本土 1,150

含水爆薬（２０ｔ未満使用） スラリ－２００ｇ・火薬庫設置 kg 隠岐 1,190

含水爆薬（２０ｔ以上使用） スラリ－２００ｇ･火薬庫設置せず kg 本土 1,260

含水爆薬（２０ｔ以上使用） スラリ－２００ｇ･火薬庫設置せず kg 隠岐 1,300

含水爆薬（２０ｔ未満使用） スラリ－２００ｇ･火薬庫設置せず kg 本土 1,300

含水爆薬（２０ｔ未満使用） スラリ－２００ｇ･火薬庫設置せず kg 隠岐 1,340
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３－４－２　　支保・アーチ部資材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　Ｈ－１７５×１７５ ｔ 本土 27-4

Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　Ｈ－１７５×１７５ ｔ 隠岐 *1

Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　Ｈ－１２５×１２５ ｔ 本土 27-4

Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　Ｈ－１２５×１２５ ｔ 隠岐 *1

Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　Ｈ－１５０×１５０ ｔ 本土 27-4

Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　Ｈ－１５０×１５０ ｔ 隠岐 *1

Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　Ｈ－２００×２００ ｔ 本土 27-4

Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　Ｈ－２００×２００ ｔ 隠岐 *1

Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　Ｈ－２５０×２５０ ｔ 本土 27-4

Ｈ形鋼曲げ本体 ＳＳ４００　Ｈ－２５０×２５０ ｔ 隠岐 *1

Ｈ形鋼Ｒ止りエキストラ ｔ 統一 27-4

継手版　頂版 ＳＳ４００ ｔ 本土 27-4

継手版　頂版 ＳＳ４００ ｔ 隠岐 *1

孔あけ 箇所 統一 27-4

溶接費 Ｈ－１００×１００ 箇所 統一 27-4

溶接費 Ｈ－１２５×１２５ 箇所 統一 27-4

溶接費 Ｈ－１５０×１５０ 箇所 統一 27-4

溶接費 Ｈ－１７５×１７５ 箇所 統一 27-4

溶接費 Ｈ－２００×２００ 箇所 統一 27-4

溶接費 Ｈ－２５０×２５０ 箇所 統一 27-4

ナット　ワッシャ φ１６ 組 統一 11

ナット　ワッシャ φ１９ 組 統一 21

ナット　ワッシャ φ２５ 組 統一 42

松矢板 巾１８０mm×厚さ３６mm m3 統一 27-4

雑矢板 巾１８０mm×厚さ３０mm m3 統一 27-4

雑矢板 巾１８０mm×厚さ３６mm m3 統一 27-4

パッキン材 雑木 m3 統一 30,000

溶接金網 JIS G 3551 150×150×φ5  2.16kg/m2 m2 統一 27-4

ロックボルト 異形棒鋼(耐力12t以上)SD345 D25 L=2.0m 本 統一 27-4
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３－４－２　　支保・アーチ部資材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ロックボルト 異形棒鋼(耐力12t以上)SD345 D25 L=3.0m 本 統一 27-4

ロックボルト 異形棒鋼(耐力12t以上)SD345 D25 L=4.0m 本 統一 27-4

ロックボルト ﾂｲｽﾄ棒鋼(耐力18t以上)STD50 TD24 L=2.0m 本 統一 27-4

ロックボルト ﾂｲｽﾄ棒鋼(耐力18t以上)STD50 TD24 L=3.0m 本 統一 27-4

ロックボルト ﾂｲｽﾄ棒鋼(耐力18t以上)STD50 TD24 L=4.0m 本 統一 27-4

ロックボルト ﾂｲｽﾄ棒鋼(耐力18t以上)STD50 TD24 L=6.0m 本 統一 27-4

ベアリングプレ－ト 角(ﾌﾗｯﾄ)SS400 6×150×150 枚 統一 27-4

ベアリングプレ－ト 角(ﾌﾗｯﾄ)SS400 9×150×150 枚 統一 27-4

ナット Ｍ２４ 個 統一 27-4

ロックボルト用定着材 ドライモルタル m3 統一 27-4 ２０ｋｇ／袋

さや管 φ２１．７×１．９×８０ 本 統一 33

張木 松丸太末口１２cm×長５０cm m3 統一 27,000

妻板・敷板 松板厚１．８cm m3 統一 －
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３－４－３　　止水・防水・排水資材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

塩ビ止水板 ｾﾝﾀ-ﾊﾞﾙﾌﾞ型ｺﾙｹﾞ-ﾄ(C-C) 200×5mm m 統一 27-4

塩ビ止水板 ﾌﾗｯﾄ型ｺﾙｹﾞ-ﾄ(F-C)    200×5mm m 統一 27-4

暗渠排水材 厚３０mm×巾２００mm m 統一 860

止水シ－ト ビニルシ－ト厚０．４mm m2 統一 27-4

止水シ－ト ビニルシ－ト厚１．０mm m2 統一 27-4

ＴＳソケット φ１００ 個 本土 27-4

ＴＳソケット φ１００ 個 隠岐 *1

ＴＳソケット φ１５０ 個 本土 27-4

ＴＳソケット φ１５０ 個 隠岐 *1

ＴＳソケット φ２００ 個 本土 3,030

ＴＳソケット φ２００ 個 隠岐 3,280

止水板 鉄板入り厚６mm×巾２００mm m 統一 27-4

防水シ－ト（透水性緩衝材付） ｼ-ﾄ厚0.4mm 透水性緩衝材厚3mm m2 統一 －

防水シ－ト（透水性緩衝材付） ｼ-ﾄ厚0.8mm 透水性緩衝材厚3mm m2 統一 27-4

波状ポリエチレン有孔管 φ１５０ m 本土 27-4 2

波状ポリエチレン有孔管 φ１５０ m 隠岐 *1 2

波状ポリエチレン有孔管 φ２００ m 本土 27-4 2

波状ポリエチレン有孔管 φ２００ m 隠岐 *1 2

波状ポリエチレン有孔管 φ３００ m 本土 27-4 2

波状ポリエチレン有孔管 φ３００ m 隠岐 *1 2

蛍光灯電球 ４０Ｗ 箇 統一 27-4

蛍光灯 基 統一 3,330

投光器レフランプ ５００Ｗ 箇 統一 27-4

投光器 基 統一 4,650

スパイラルダクト φ　６００　直管（定尺４ｍ） m 本土 27-4

スパイラルダクト φ　６００　直管（定尺４ｍ） m 隠岐 *1

スパイラルダクト φ　７００　直管（定尺４ｍ） m 本土 27-4

スパイラルダクト φ　７００　直管（定尺４ｍ） m 隠岐 *1

スパイラルダクト φ　８００　直管（定尺４ｍ） m 本土 27-4

１．ポリエステルチューブ、ラセン網状管である。
２．ダイポリンプレスト管相当品である。
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３－４－３　　止水・防水・排水資材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

スパイラルダクト φ　８００　直管（定尺４ｍ） m 隠岐 *1

スパイラルダクト φ　９００　直管（定尺４ｍ） m 本土 27-4

スパイラルダクト φ　９００　直管（定尺４ｍ） m 隠岐 *1

スパイラルダクト φ１０００　直管（定尺４ｍ） m 本土 27-4

スパイラルダクト φ１０００　直管（定尺４ｍ） m 隠岐 *1

スパイラルダクト差込継手 φ　６００ 箇 統一 27-4

スパイラルダクト差込継手 φ　７００ 箇 統一 27-4

スパイラルダクト差込継手 φ　８００ 箇 統一 27-4

スパイラルダクト差込継手 φ　９００ 箇 統一 27-4

スパイラルダクト差込継手 φ１０００ 箇 統一 27-4

ビニロン風管 φ　６００　リングピッチ１ｍ m 統一 27-4

ビニロン風管 φ　７００　リングピッチ１ｍ m 統一 27-4

ビニロン風管 φ　８００　リングピッチ１ｍ m 統一 27-4

ビニロン風管 φ　９００　リングピッチ１ｍ m 統一 27-4

ビニロン風管 φ１０００　リングピッチ１ｍ m 統一 27-4

まくら木 雑木１５cm×１０cm×１．３ｍ 本 統一 －

モ－ル ２２ｋｇ用 枚 統一 27-4

ペ－シ ２２ｋｇ用 箇 統一 27-4

スパイキ ２２ｋｇ用 本 統一 27-4

水道用亜鉛メッキ鋼管 ５０Ａ m 本土 1,385

水道用亜鉛メッキ鋼管 ５０Ａ m 隠岐 1,420

希硫酸 kg 統一 35

凝集剤 ＰＡＣ kg 統一 32

高分子凝集剤 kg 統一 820

急結剤 吹付コンクリ－ト用 kg 統一 27-4

円形水路 φ２００　縦断用 m 本土 27-4 コンクリート製

円形水路 φ２００　縦断用 m 隠岐 *1 コンクリート製

円形水路 φ２５０　縦断用 m 本土 27-4 コンクリート製

円形水路 φ２５０　縦断用 m 隠岐 *1 コンクリート製

１．ポリエステルチューブ、ラセン網状管である。
２．ダイポリンプレスト管相当品である。
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３－４－３　　止水・防水・排水資材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

円形水路 φ３００　縦断用 m 本土 27-4 コンクリート製

円形水路 φ３００　縦断用 m 隠岐 *1 コンクリート製

円形水路 φ３５０　縦断用 m 本土 27-4 コンクリート製

円形水路 φ３５０　縦断用 m 隠岐 *1 コンクリート製

裏面排水材 φ３０×３ m 本土 1,200 1

裏面排水材 φ３０×３ m 隠岐 1,200 1

裏面排水材 φ４０×３ m 本土 － 1

裏面排水材 φ４０×３ m 隠岐 － 1

境界ブロック（円形水路用） Ｈ－１５ m 本土 27-4

境界ブロック（円形水路用） Ｈ－１５ m 隠岐 *1

境界ブロック（円形水路用） Ｈ－２０ m 本土 27-4

境界ブロック（円形水路用） Ｈ－２０ m 隠岐 *1

境界ブロック（円形水路用） Ｈ－２５ m 本土 27-4

境界ブロック（円形水路用） Ｈ－２５ m 隠岐 *1

１．ポリエステルチューブ、ラセン網状管である。
２．ダイポリンプレスト管相当品である。
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３－５－１　　工数単価

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

工数単価 橋梁用 工数 統一 *3

工数単価のうち直接労務費 橋梁用 人 統一 *3
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３－５－２　　ＰＣ用鋼材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ＰＣより線 １２．７Ｂ（１３０ｔ型用） kg 統一 27-4 切断費は別途計上のこと

ＰＣより線 １２．４Ａ（１３０ｔ型用） kg 統一 295 切断費は別途計上のこと

ＰＣより線 １２．４Ａ（１９５ｔ型用） kg 統一 27-4 切断費は別途計上のこと

ＰＣより線 １２．７Ｂ（２２５ｔ型用） kg 統一 27-4 切断費は別途計上のこと

ＰＣより線 １５．２Ａ（２９０ｔ型用） kg 統一 27-4 切断費は別途計上のこと

ＰＣより線 １５．２Ｂ（３２０ｔ型用） kg 統一 27-4 切断費は別途計上のこと

ＰＣより線 ４０ｔ型（１Ｓ１７．８） kg 統一 27-4 切断費は別途計上のこと

ＰＣより線 ５０ｔ型（１Ｓ１９．３） kg 統一 27-4 切断費は別途計上のこと

ＰＣより線 ６０ｔ型（１Ｓ２１．８） kg 統一 27-4 切断費は別途計上のこと

ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 　φ１７mm kg 統一 27-4 長さ５～８ｍ未満

ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 　φ２３mm kg 統一 27-4 長さ５～８ｍ未満

ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 　φ２６mm kg 統一 27-4 長さ５～８ｍ未満

ＰＣ鋼棒 Ｂ種１号 　φ３２mm kg 統一 27-4 長さ５～８ｍ未満

フレキシブルシ－ス φ３０mm m 統一 27-4

フレキシブルシ－ス φ３２mm m 統一 27-4

フレキシブルシ－ス φ３５mm m 統一 27-4

フレキシブルシ－ス φ４０mm m 統一 27-4

フレキシブルシ－ス φ４５mm m 統一 27-4

フレキシブルシ－ス φ５０mm m 統一 27-4

フレキシブルシ－ス φ５５mm m 統一 27-4

フレキシブルシ－ス φ６０mm m 統一 27-4

フレキシブルシ－ス φ６５mm m 統一 27-4

フレキシブルシ－ス φ７０mm m 統一 27-4

フレキシブルシ－ス φ７５mm m 統一 27-4

フレキシブルシ－ス φ３８mm m 統一 27-4
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３－５－３　　碇着装置

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

フレシネー定着具（緊張側用） １３０ｔ型（７Ｓ１２．７Ｂ） 組 統一 27-4

フレシネー定着具（緊張側用） 195ｔ型(12S12.4A)、225t型(12S12.7B) 組 統一 27-4

フレシネー定着具（緊張側用） 290t型(12S15.2A)、320t型(12S15.2B) 組 統一 27-4

フレシネ－定着具（固定側用） １３０ｔ型（７Ｓ１２．７Ｂ） 組 統一 27-4

フレシネ－定着具（固定側用） １９５ｔ型（１２Ｓ１２．４Ａ） 組 統一 27-4

フレシネ－定着具（固定側用） ２２５ｔ型（１２Ｓ１２．７Ｂ） 組 統一 27-4

フレシネ－定着具（固定側用） ２９０ｔ型（１２Ｓ１５．２Ａ） 組 統一 27-4

フレシネ－定着具（固定側用） ３２０ｔ型（１２Ｓ１５．２Ｂ） 組 統一 27-4

シングルストランド碇着具 ４０ｔ型（１Ｓ１７．８）後付用 組 統一 27-4

シングルストランド碇着具 ５０ｔ型（１Ｓ１９．３）後付用 組 統一 27-4

シングルストランド碇着具 ６０ｔ型（１Ｓ２１．８）後付用 組 統一 27-4

ＰＣ鋼棒定着具 φ１７用（後付用） 組 統一 27-4

ＰＣ鋼棒定着具 φ２３用（後付用） 組 統一 27-4

ＰＣ鋼棒定着具 φ２６用（後付用） 組 統一 27-4

ＰＣ鋼棒定着具 φ３２用（後付用） 組 統一 27-4

ＰＣ鋼棒接続具 φ１７用 組 統一 27-4

ＰＣ鋼棒接続具 φ２３用 組 統一 27-4

ＰＣ鋼棒接続具 φ２６用 組 統一 27-4

ＰＣ鋼棒接続具 φ３２用 組 統一 27-4
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３－５－４　　ジャッキ損料・賃料

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

緊張ジャッキ・ポンプ（マルチストランド） 1300kN(130ｔ)型（７Ｓ１２．７Ｂ） 供用日 統一 *3

緊張ジャッキ・ポンプ（マルチストランド） 2200kN(225ｔ)型（１２Ｓ１２．７Ｂ） 供用日 統一 *3

緊張ジャッキ・ポンプ（マルチストランド） 3100kN(320ｔ)型（１２Ｓ１５．２Ｂ） 供用日 統一 *3

緊張ジャッキ・ポンプ　シングルストランド ３９０ｋＮ（４０ｔ）型（１Ｓ１７．８） 供用日 統一 *3

緊張ジャッキ・ポンプ　シングルストランド ４５０ｋＮ（５０ｔ）型（１Ｓ１９．３） 供用日 統一 *3

緊張ジャッキ・ポンプ　シングルストランド ５７０ｋＮ（６０ｔ）型（１Ｓ２１．８） 供用日 統一 *3
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３－５－５　　高力ボルト等

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

高力ボルト（ＨＴＢ） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０ ｔ 統一 240,000

高力ボルト（ＨＴＢ） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２ ｔ 統一 240,000

トルシアボルト Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０ ｔ 統一 230,000

トルシアボルト Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２ ｔ 統一 230,000

ガス管（ＳＧＰ） １５Ａ～　２５Ａ ｔ 本土 165,000

ガス管（ＳＧＰ） １５Ａ～　２５Ａ ｔ 隠岐 172,000

ガス管（ＳＧＰ） ３２Ａ～１２５Ａ ｔ 本土 156,000

ガス管（ＳＧＰ） ３２Ａ～１２５Ａ ｔ 隠岐 163,000

高力ボルト（ＨＴＢ）耐候性 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２０ ｔ 統一 310,000

高力ボルト（ＨＴＢ）耐候性 Ｆ１０ＴＷ　Ｍ２２ ｔ 統一 310,000

トルシアボルト　　 耐候性 Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２０ ｔ 統一 300,000

トルシアボルト　　 耐候性 Ｓ１０ＴＷ　Ｍ２２ ｔ 統一 300,000

251



３－５－６　　支承
ネオスライド沓、リング沓使用の場合は別途協議のこと。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ゴム支承材（ネオプラス板） 厚１０mm　（硬質材） m2 統一 27-4 桁受パッキン

ゴム支承材（ネオプレン板） 厚１０mm  （軟質材） m2 統一 27-4 桁受パッキン

アンカ－キャップ ガス管４０Ａ kg 統一 427

アンカ－キャップ ガス管５０Ａ kg 統一 427

アンカ－キャップ ガス管６５Ａ kg 統一 442

スパイラル筋 φ９ kg 統一 416

防触材 アイガス kg 統一 27-4

防触材 ＲＤパッキン１０mm 個 統一 181

防触材 ＲＤパッキン２０mm 個 統一 362

無収縮材 セメント系、プレミックスタイプ kg 統一 27-4 1m3当り1875kg使用
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３－５－７　　伸縮継手複合単価
１．単価は材料費である。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

車道用伸縮継手 固定側 m 統一 35,600

車道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量　20mm m 統一 35,600

車道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量　25mm m 統一 35,600

車道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量  30mm m 統一 35,600

車道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量  35mm m 統一 55,800

車道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量　40mm m 統一 68,400

車道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量  45mm m 統一 68,400

車道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量  50mm m 統一 73,400

車道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量　60mm m 統一 88,100

車道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量　70mm m 統一 108,000

車道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量　80mm m 統一 108,000

縦目地用伸縮継手 m 統一 26,700

車道用伸縮継手（耐雪型） 固定側 m 統一 49,700

車道用伸縮継手（耐雪型） 可動側　設計伸縮量　20mm m 統一 49,700

車道用伸縮継手（耐雪型） 可動側　設計伸縮量　25mm m 統一 67,300

車道用伸縮継手（耐雪型） 可動側　設計伸縮量  30mm m 統一 67,300

車道用伸縮継手（耐雪型） 可動側　設計伸縮量  35mm m 統一 72,400

車道用伸縮継手（耐雪型） 可動側　設計伸縮量　40mm m 統一 72,400

車道用伸縮継手（耐雪型） 可動側　設計伸縮量　45mm m 統一 75,100

車道用伸縮継手（耐雪型） 可動側　設計伸縮量　50mm m 統一 75,100

車道用伸縮継手（耐雪型） 可動側　設計伸縮量  60mm m 統一 85,000

車道用伸縮継手（耐雪型） 可動側　設計伸縮量　70mm m 統一 99,000

車道用伸縮継手（耐雪型） 可動側　設計伸縮量　80mm m 統一 99,900

歩道用伸縮継手 固定側 m 統一 37,400

歩道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量　20mm m 統一 35,700

歩道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量  25mm m 統一 46,700

歩道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量  30mm m 統一 60,300

歩道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量　35mm m 統一 71,400

歩道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量　40mm m 統一 71,400
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３－５－７　　伸縮継手複合単価
１．単価は材料費である。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

歩道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量　45mm m 統一 71,400

歩道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量　50mm m 統一 37,600

歩道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量　60mm m 統一 41,500

歩道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量　70mm m 統一 41,500

歩道用伸縮継手 可動側　設計伸縮量　80mm m 統一 87,900
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３－５－８　　塗装

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

エッチングプライマー 長ばく系（二次素地調整無） m2 統一 *3

ジンクリッチプライマー 無機系（二次素地調整無） m2 統一 *3

原板ブラスト m2 統一 *3

タ－ルエポキシ樹脂塗料 JIS K 5664 1種（下塗り用） kg 統一 －

変性エポキシ樹脂塗料 下塗り用 kg 統一 －

フェノ－ルＭＩＯ塗料 ＮＤＫ規格    (中塗り用） kg 統一 －

ポリウレタン樹脂系塗料 ＮＤＫ規格（中塗り用）（淡彩） kg 統一 －

希釈剤 塗料用材　　　　用材 Ｌ 統一 － 比重 0.85

希釈剤 エポキシ樹脂塗料用材 Ｌ 統一 － 比重 0.85

希釈剤 タ－ルエポキシ樹脂塗料用材 Ｌ 統一 － 比重 0.85
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３－５－９　　橋梁付属品

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

橋名板（ブロンズ） ４００×２００×１０mm 枚 統一 33,500

橋名板（ブロンズ） ３００×１５０×１０mm 枚 統一 22,300

橋名板（ブロンズ） ２２０×１１０×１０mm 枚 統一 15,700

橋名板（ブロンズ） ４００×２００×１５mm 枚 統一 41,300

橋名板（ブロンズ） ３００×１５０×１５mm 枚 統一 26,800

橋名板（ブロンズ） ２２０×１１０×１５mm 枚 統一 18,200
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３－５－１０　　機械・器具損料等

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

副資材費単価 溶接材料を含む場合 ｔ 統一 *3

橋梁エキストラ ガ－ダ－形式 ｔ 統一 *3

橋梁エキストラ ボックス形式 ｔ 統一 *3

橋梁エキストラ トラス・アーチ形式 ｔ 統一 *3

門型クレーン及電動ホイスト ３ｔ吊用 供用日 統一 *3

鋼床版現場溶接機械器具損料 供用日 統一 *3

橋梁用架設工具損料 PC橋架設工 供用日 統一 *3

鉄筋スタッド施工機械（１組） ２，０００A 供用日 統一 *3 1

ダイヤモンドビット 径２７．６mm 個 統一 27-4 落橋防止：削孔用

ダイヤモンドビット 径３３．１mm 個 統一 27-4 落橋防止：削孔用

ダイヤモンドビット 径４０．０mm 個 統一 27-4 落橋防止：削孔用

ダイヤモンドビット 径５３．１mm 個 統一 27-4 落橋防止：削孔用

ビット（コアボーリングマシン用） 径２７．６ｍｍ 個 統一 27-4

ビット（コアボーリングマシン用） 径３３．１ｍｍ 個 統一 27-4

ビット（コアボーリングマシン用） 径４０．０ｍｍ 個 統一 27-4

ビット（コアボーリングマシン用） 径５３．１ｍｍ 個 統一 27-4

ビット（コアボーリングマシン用） 径６４．７ｍｍ 個 統一 27-4

ビット（コアボーリングマシン用） 径７７．４ｍｍ 個 統一 27-4

ビット（コアボーリングマシン用） 径９０．８ｍｍ 個 統一 27-4

ビット（コアボーリングマシン用） 径１１０ｍｍ 個 統一 27-4

１．スタッド溶殖機・４連ガン・制御装置・昇降フレーム・電動空気圧縮機・自走式リフト（２台）を含む。
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３－５－１１　　桁連結装置

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

緩衝パッキン φ２００　　ｔ＝２５mm 枚 統一 3,780

緩衝パッキン φ２５０　　ｔ＝２５mm 枚 統一 5,670

防錆支圧板 φ２００用　ｔ＝３４mm 個 統一 3,710

防錆支圧板 φ２５０用　ｔ＝３４mm 個 統一 5,320

防錆座金 φ200～φ250用 φ150 t=18mm 個 統一 1,890

防錆キャップ φ200～φ250用 φ110×150 t=5mm 個 統一 4,830 取付金具を含む
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３－５－１２　　その他

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

養生マット 巾1.00m×長30.00m×厚12mm m2 統一 27-4

注入材（鋼板接着用） 鋼板接着用 kg 統一 2,320

シ－ル材（鋼板接着用） 鋼板接着用 kg 統一 1,840

注入パイプ アルミ製　φ１０×５０mm 本 統一 128 厚１．５m/m

空気抜きパイプ アルミ製　φ１０×１００mm 本 統一 104 厚０．５m/m

Ｄキャップ アンカキャップ用 本 統一 28

ディスクサンドペ－パ－ 下地処理用　φ１５０mm×＃１６ 枚 統一 120

ディスクサンドペ－パ－ 仕上げ用　　φ150mm×#30 枚 統一 100

ドリル刃 φ１４mm 本 本土 1,000

ドリル刃 φ１４mm 本 隠岐 1,000

スペ－サ－ 樹脂製　巾50mm×長100mm×厚10mm 個 統一 216

技師基準日額 人 統一 *3

枕木 並枕木 本 統一 *3

ワイヤ－ φ１６（６×２４） ｍ 統一 *3
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３－６－１　　汚濁防止フェンス損料

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

汚濁防止フェンス据付費 m 統一 *3

汚濁防止フェンス撤去費 m 統一 *3
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３－６－２　　かごマット
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は、網目（㎜）×網線径（㎜）×枠線径（㎜）である。
３．規格欄で示す寸法は、本体部の寸法で､( )内は蓋網､前直､前平網の寸法です｡
４．線材は亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ線とする。
５．連結方法は、コイル式とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

かごマット(標準タイプ厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m2 本土 27-4

かごマット(標準タイプ厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m2 隠岐 *1

かごマット(標準タイプ厚さ30cm)（長期性能型） 75(65)× 3.2(4.0)×4.0(4.0) m2 本土 27-4

かごマット(標準タイプ厚さ30cm)（長期性能型） 75(65)× 3.2(4.0)×4.0(4.0) m2 隠岐 *1

かごマット(突込式A-a 厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 本土 27-4

かごマット(突込式A-a 厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 隠岐 *1

かごマット(突込式A-ｂ厚さ50cm)（長期性能型）100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 本土 27-4

かごマット(突込式A-ｂ厚さ50cm)（長期性能型）100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 隠岐 *1

かごマット(突込式B-a 厚さ50cm)（長期性能型）100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 本土 27-4

かごマット(突込式B-a 厚さ50cm)（長期性能型）100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 隠岐 *1

かごマット(突込式B-ｂ厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 本土 27-4

かごマット(突込式B-ｂ厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 隠岐 *1

かごマット(突込式C-a 厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 本土 27-4

かごマット(突込式C-a 厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 隠岐 *1

かごマット(並列式A-a 厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 本土 27-4

かごマット(並列式A-a 厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 隠岐 *1

かごマット(並列式A-ｂ厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 本土 27-4

かごマット(並列式A-ｂ厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 隠岐 *1

かごマット(並列式A-ｃ厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 本土 27-4

かごマット(並列式A-ｃ厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 隠岐 *1

かごマット(並列式B-a 厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 本土 27-4

かごマット(並列式B-a 厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 隠岐 *1

かごマット(並列式B-ｂ厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 本土 27-4

かごマット(並列式B-ｂ厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 隠岐 *1

かごマット(並列式B-ｃ厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 本土 27-4

かごマット(並列式B-ｃ厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 隠岐 *1
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３－６－２　　かごマット
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は、網目（㎜）×網線径（㎜）×枠線径（㎜）である。
３．規格欄で示す寸法は、本体部の寸法で､( )内は蓋網､前直､前平網の寸法です｡
４．線材は亜鉛ｱﾙﾐ合金ﾒｯｷ線とする。
５．連結方法は、コイル式とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

かごマット(並列式C-a 厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 本土 27-4

かごマット(並列式C-a 厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 隠岐 *1

かごマット(並列式C-ｃ厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 本土 27-4

かごマット(並列式C-ｃ厚さ50cm)（長期性能型） 100(65)× 4.0(5.0)×6.0(6.0) m 隠岐 *1
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３－６－３　　連節ブロック水中吊り落し工他

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ワイヤーロープ Ａ種６×２４　１６mm m 本土 350

ワイヤーロープ Ａ種６×２４　１６mm m 隠岐 356

ワイヤーロープ Ａ種６×２４　  ９mm m 本土 162

ワイヤーロープ Ａ種６×２４　  ９mm m 隠岐 164

ワイヤ－クリップ １６mm用 個 本土 115

ワイヤ－クリップ １６mm用 個 隠岐 115

ワイヤ－クリップ １２mm用 個 本土 80

ワイヤ－クリップ １２mm用 個 隠岐 80

ワイヤ－クリップ ９mm用 個 本土 55

ワイヤ－クリップ ９mm用 個 隠岐 55
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３－７－１　　砂防工事
工事現場付近道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

砂防指定地標識板（１号板） ｱﾙﾐ板　900×700　支柱付 式 統一 72,400

砂防指定地標識板（５号板） ｱﾙﾐ板　900×700　支柱付 式 統一 72,400

土石流危険渓流標識板 ｱﾙﾐ板　900×700　支柱付 式 統一 72,400

砂防指定地界標柱 120×120×900 本 本土 1,660

砂防指定地界標柱 120×120×900 本 隠岐 1,880

264



３－８－１　　地すべり対策工事単価

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ライナープレート 径３．５m・厚２．７mm　(14枚/m) m 本土 27-4

ライナープレート 径３．５m・厚２．７mm　(14枚/m) m 隠岐 *1

ライナープレート 径３．５m・厚３．２mm　(14枚/m) m 本土 27-4

ライナープレート 径３．５m・厚３．２mm　(14枚/m) m 隠岐 *1

ライナープレート 径３．５m・厚４．０mm　(14枚/m) m 本土 27-4

ライナープレート 径３．５m・厚４．０mm　(14枚/m) m 隠岐 *1

ライナ－プレ－ト天蓋(直斜用) 鋼板φ３５００用　亜鉛メッキ 組 統一 510,000 コルゲートシート含む

ライナ－プレ－ト天蓋(直斜用) 鋼板φ３０００用　亜鉛メッキ 組 統一 409,000 コルゲートシート含む

ライナ－プレ－ト天蓋（ラセン用） 鋼板φ３５００用　亜鉛メッキ 組 統一 463,000 コルゲートシート含む

ライナ－プレ－ト天蓋（ラセン用） 鋼板φ３０００用　亜鉛メッキ 組 統一 389,000 コルゲートシート含む

ライナ－プレ－ト踊場 縞鋼板ｔ＝３．２mm　亜鉛メッキ ケ所 統一 85,200

錠 シリンダ錠φ５０mm 個 統一 27-4

タラップ 山形鋼(亜鉛メッキ)　直斜用 m 統一 17,800

タラップ 山形鋼(亜鉛メッキ)   ラセン用 m 統一 24,500

補強リング H-125×125×6.5× 9mm (亜鉛メッキ) リング 統一 27-4

バ－チカルスティフナ－ H-175×175×7.5×11mm (亜鉛メッキ) m 本土 17,100

バ－チカルスティフナ－ H-175×175×7.5×11mm (亜鉛メッキ) m 隠岐 17,100

山形鋼 ５０×５０×６mm ｔ 本土 27-4 ベース価格のみ

山形鋼 ５０×５０×６mm ｔ 隠岐 *1 ベース価格のみ

山形鋼 ７５×７５×６mm ｔ 本土 82,000 ベース価格のみ

山形鋼 ７５×７５×６mm ｔ 隠岐 93,500 ベース価格のみ

フェンス基礎ブロック 180×180×450 個 本土 680

フェンス基礎ブロック 180×180×450 個 隠岐 882

地すべり防止区域標識板 ｱﾙﾐ板 900×700　 支柱付 式 統一 72,400

地すべり防止区域界標柱 120×120×900 本 本土 1,520

地すべり防止区域界標柱 120×120×900 本 隠岐 1,740

集水孔加工 φ５０ 個 統一 500

一般構造用炭素鋼鋼管 JISG3444 STK400､φ216.3､t=8.2 ｔ 本土 27-4

一般構造用炭素鋼鋼管 JISG3444 STK400､φ216.3､t=8.2 ｔ 隠岐 *1
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３－８－１　　地すべり対策工事単価

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

一般構造用炭素鋼鋼管 JISG3444 STK400､φ267.4､t=9.3 ｔ 本土 27-4

一般構造用炭素鋼鋼管 JISG3444 STK400､φ267.4､t=9.3 ｔ 隠岐 *1

一般構造用炭素鋼鋼管 JISG3444 STK400､φ318.5､t=6.9 ｔ 本土 27-4

一般構造用炭素鋼鋼管 JISG3444 STK400､φ318.5､t=6.9 ｔ 隠岐 *1

配管用炭素鋼鋼管(ｶﾞｽ管) SGP ４０Ａ φ48.6×3.5mm  黒ネジなし管 m 本土 27-4 JIS G 3452

配管用炭素鋼鋼管(ｶﾞｽ管) SGP ４０Ａ φ48.6×3.5mm  黒ネジなし管 m 隠岐 *1 JIS G 3452

配管用炭素鋼鋼管(ｶﾞｽ管) SGP ５０Ａ φ60.5×3.8mm  黒ネジなし管 m 本土 27-4 JIS G 3452

配管用炭素鋼鋼管(ｶﾞｽ管) SGP ５０Ａ φ60.5×3.8mm  黒ネジなし管 m 隠岐 *1 JIS G 3452

配管用炭素鋼鋼管(ｶﾞｽ管) SGP ６５Ａ φ76.3×4.2mm  黒ネジなし管 m 本土 27-4 JIS G 3452

配管用炭素鋼鋼管(ｶﾞｽ管) SGP ６５Ａ φ76.3×4.2mm  黒ネジなし管 m 隠岐 *1 JIS G 3452

配管用炭素鋼鋼管(ｶﾞｽ管) SGP ８０Ａ φ89.1×4.2mm  黒ネジなし管 m 本土 27-4 JIS G 3452

配管用炭素鋼鋼管(ｶﾞｽ管) SGP ８０Ａ φ89.1×4.2mm  黒ネジなし管 m 隠岐 *1 JIS G 3452

シャンクロッド φ９０mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

シャンクロッド φ１１５mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

シャンクロッド φ１３５mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

シャンクロッド φ９０mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4

シャンクロッド φ１１５mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4

シャンクロッド φ１３５mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4

クリ－ニングアダプタ φ９０mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

クリ－ニングアダプタ φ１１５mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

クリ－ニングアダプタ φ１３５mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

クリ－ニングアダプタ φ９０mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4

クリ－ニングアダプタ φ１１５mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4

クリ－ニングアダプタ φ１３５mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4

エキステンションロッド φ９０mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

エキステンションロッド φ１１５mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

エキステンションロッド φ１３５mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

エキステンションロッド φ９０mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4

エキステンションロッド φ１１５mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4
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３－８－１　　地すべり対策工事単価

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

エキステンションロッド φ１３５mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4

ドリルパイプ（１．５ｍ標準） φ１１５mm　（集排水：地表） 本 統一 27-4

ドリルパイプ（１．５ｍ標準） φ１３５mm　（集排水：地表） 本 統一 27-4

インナーロッド（１．０ｍ標準） φ９０mm　（集排水：集水井） 本 統一 33,900

インナーロッド（１．０ｍ標準） φ１１５mm　（集排水：集水井） 本 統一 36,400

インナーロッド（１．０ｍ標準） φ１３５mm　（集排水：集水井） 本 統一 36,400

インナ－ロッド（１．５ｍ標準） φ９０mm　（集排水：地表） 本 統一 27-4

インナ－ロッド（１．５ｍ標準） φ１１５mm　（集排水：地表） 本 統一 27-4

インナ－ロッド（１．５ｍ標準） φ１３５mm　（集排水：地表） 本 統一 27-4

リングビット φ９０mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

リングビット φ１１５mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

リングビット φ１３５mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

リングビット φ９０mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4

リングビット φ１１５mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4

リングビット φ１３５mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4

インナ－ビット φ９０mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

インナ－ビット φ１１５mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

インナ－ビット φ１３５mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

インナ－ビット φ９０mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4

インナ－ビット φ１１５mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4

インナ－ビット φ１３５mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4

ウォ－タ－スィ－ベル φ９０mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

ウォ－タ－スィ－ベル φ１１５mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

ウォ－タ－スィ－ベル φ１３５mm　（集排水：地表） 個 統一 27-4

ウォ－タ－スィ－ベル φ９０mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4

ウォ－タ－スィ－ベル φ１１５mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4

ウォ－タ－スィ－ベル φ１３５mm　（集排水：集水井） 個 統一 27-4
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３－８－２　　急傾斜地崩壊対策工事単価
工事現場付近道路渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

急傾斜地崩壊危険区域標識板 ｱﾙﾐ板　900×700　支柱付 式 統一 72,400

急傾斜地崩壊危険区域界標柱 120×120×900 本 本土 1,520

急傾斜地崩壊危険区域界標柱 120×120×900 本 隠岐 1,740

工事用シート ポリエステル製　W3.6m×L5.4m×ｔ0.4mm 枚 統一 27-4

菱形金網 φ3.2mm×40×40 亜鉛メッキ (Z-G1) m2 本土 1,000 急傾斜用仮設防護柵に使用

菱形金網 φ3.2mm×40×40 亜鉛メッキ (Z-G1) m2 隠岐 1,020 急傾斜用仮設防護柵に使用
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３－９－１　　植物用支柱・その他
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

植栽支柱用  杉丸太（間伐材・杭加工） 末口  6cm、L=0.6m 本 統一 27-4

植栽支柱用  杉丸太（間伐材・杭加工） 末口7.5cm、L=0.6m 本 統一 27-4

植栽支柱用  杉丸太（間伐材・杭加工） 末口7.5cm、L=0.75m 本 統一 290

植栽支柱用  杉丸太（間伐材・杭加工） 末口  6cm、L=1.8m 本 統一 27-4

植栽支柱用  杉丸太（間伐材・杭加工） 末口7.5cm、L=1.8m 本 統一 27-4

植栽支柱用  杉丸太（間伐材・杭加工） 末口7.5cm、L=2.1m 本 統一 810

植栽支柱用  杉丸太（間伐材） 末口  6cm、L=4.0m 本 統一 570

植栽支柱用　杉梢丸太（間伐材） 末口　3cm、L=4.0m 本 統一 27-4

植栽支柱用　竹 末口２．５cm､Ｌ＝４．０m 束 統一 3,800 １４本程度／束
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３－１０－１　　下水道用推進管
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(標準管･Ⅰ類) φ　250 ×　55 × 2000mm 本 本土 19,100 1

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(標準管･Ⅰ類) φ　250 ×　55 × 2000mm 本 隠岐 21,000 1

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(標準管･Ⅰ類) φ　300 ×　57 × 2000mm 本 本土 22,400 1

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(標準管･Ⅰ類) φ　300 ×　57 × 2000mm 本 隠岐 24,700 1

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(標準管･Ⅰ類) φ　350 ×　60 × 2430mm 本 本土 30,000 1

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(標準管･Ⅰ類) φ　350 ×　60 × 2430mm 本 隠岐 33,400 1

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(短管Ａ･Ⅰ類) φ　250 ×　55 ×　 990mm 本 本土 15,400 1 接続管又は空伏管

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(短管Ａ･Ⅰ類) φ　250 ×　55 ×　 990mm 本 隠岐 16,300 1 接続管又は空伏管

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(短管Ａ･Ⅰ類) φ　300 ×　57 ×　 990mm 本 本土 20,100 1 接続管又は空伏管

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(短管Ａ･Ⅰ類) φ　300 ×　57 ×　 990mm 本 隠岐 21,200 1 接続管又は空伏管

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(短管Ａ･Ⅰ類) φ　350 ×　60 × 1200mm 本 本土 27,000 1 接続管又は空伏管

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(短管Ａ･Ⅰ類) φ　350 ×　60 × 1200mm 本 隠岐 28,700 1 接続管又は空伏管

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(短管Ｂ･Ⅰ類) φ　250 ×　55 ×　 990mm 本 本土 15,300 1 接続管又は空伏管

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(短管Ｂ･Ⅰ類) φ　250 ×　55 ×　 990mm 本 隠岐 16,200 1 接続管又は空伏管

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(短管Ｂ･Ⅰ類) φ　300 ×　57 ×　 990mm 本 本土 17,900 1 接続管又は空伏管

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(短管Ｂ･Ⅰ類) φ　300 ×　57 ×　 990mm 本 隠岐 19,000 1 接続管又は空伏管

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(短管Ｂ･Ⅰ類) φ　350 ×　60 × 1200mm 本 本土 24,000 1 接続管又は空伏管

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(短管Ｂ･Ⅰ類) φ　350 ×　60 × 1200mm 本 隠岐 25,700 1 接続管又は空伏管

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(先頭管Ｃ) φ  250 ×　55 × 1940mm 本 本土 21,000 1 JSWAS A-6

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(先頭管Ｃ) φ  250 ×　55 × 1940mm 本 隠岐 22,900 1 JSWAS A-6

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(先頭管Ｃ) φ　300 ×　57 × 1940mm 本 本土 24,600 1 JSWAS A-6

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(先頭管Ｃ) φ　300 ×　57 × 1940mm 本 隠岐 26,900 1 JSWAS A-6

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(先頭管Ｃ) φ　350 ×　60 × 2370mm 本 本土 33,000 1 JSWAS A-6

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(先頭管Ｃ) φ　350 ×　60 × 2370mm 本 隠岐 36,400 1 JSWAS A-6

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(標準管･Ⅱ類) φ　250 ×　55 × 2000mm 本 本土 23,600 1 JSWAS A-6

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(標準管･Ⅱ類) φ　250 ×　55 × 2000mm 本 隠岐 25,500 1 JSWAS A-6

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(標準管･Ⅱ類) φ　300 ×　57 × 2000mm 本 本土 27,800 1 JSWAS A-6

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(標準管･Ⅱ類) φ　300 ×　57 × 2000mm 本 隠岐 30,100 1 JSWAS A-6

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(標準管･Ⅱ類) φ　350 ×　60 × 2430mm 本 本土 37,500 1 JSWAS A-6

１．ステンレスカラー・ゴムリングを含む。
２．リブカラー付直管
３．SUSカラー付直管
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３－１０－１　　下水道用推進管
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(標準管･Ⅱ類) φ　350 ×　60 × 2430mm 本 隠岐 40,900 1 JSWAS A-6

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(先頭管Ｃ･Ⅱ類) φ  250 ×　55 × 1940mm 本 本土 26,000 1 JSWAS A-6

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(先頭管Ｃ･Ⅱ類) φ  250 ×　55 × 1940mm 本 隠岐 27,900 1 JSWAS A-6

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(先頭管Ｃ･Ⅱ類) φ　300 ×　57 × 1940mm 本 本土 30,600 1 JSWAS A-6

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(先頭管Ｃ･Ⅱ類) φ　300 ×　57 × 1940mm 本 隠岐 32,900 1 JSWAS A-6

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(先頭管Ｃ･Ⅱ類) φ　350 ×　60 × 2370mm 本 本土 41,300 1 JSWAS A-6

小口径推進用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管(先頭管Ｃ･Ⅱ類) φ　350 ×　60 × 2370mm 本 隠岐 44,700 1 JSWAS A-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＴＲＳ） VU  φ　200 × 6.5 × 1000mm 本 本土 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＴＲＳ） VU  φ　200 × 6.5 × 1000mm 本 隠岐 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＴＲＳ） VU  φ　250 × 7.8 × 1000mm 本 本土 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＴＲＳ） VU  φ　250 × 7.8 × 1000mm 本 隠岐 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＴＲＳ） VU  φ　300 × 9.2 × 1000mm 本 本土 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＴＲＳ） VU  φ　300 × 9.2 × 1000mm 本 隠岐 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＴＲＳ） VU  φ　200 × 6.5 × 1000mm 本 本土 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＴＲＳ） VU  φ　200 × 6.5 × 1000mm 本 隠岐 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＴＲＳ） VU  φ　250 × 7.8 × 1000mm 本 本土 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＴＲＳ） VU  φ　250 × 7.8 × 1000mm 本 隠岐 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＴＲＳ） VU  φ　300 × 9.2 × 1000mm 本 本土 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＴＲＳ） VU  φ　300 × 9.2 × 1000mm 本 隠岐 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＴＲＳ） VU  φ　200 × 6.5 × 1000mm 本 本土 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＴＲＳ） VU  φ　200 × 6.5 × 1000mm 本 隠岐 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＴＲＳ） VU  φ　250 × 7.8 × 1000mm 本 本土 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＴＲＳ） VU  φ　250 × 7.8 × 1000mm 本 隠岐 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＴＲＳ） VU  φ　300 × 9.2 × 1000mm 本 本土 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＴＲＳ） VU  φ　300 × 9.2 × 1000mm 本 隠岐 － 2 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　150 × 8.9 × 1000mm 本 本土 27-4 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　150 × 8.9 × 1000mm 本 隠岐 *1 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　200 ×10.3 × 1000mm 本 本土 27-4 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　200 ×10.3 × 1000mm 本 隠岐 *1 3 JSWAS K-6

１．ステンレスカラー・ゴムリングを含む。
２．リブカラー付直管
３．SUSカラー付直管

271



３－１０－１　　下水道用推進管
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　250 ×12.7 × 1000mm 本 本土 27-4 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　250 ×12.7 × 1000mm 本 隠岐 *1 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　300 ×15.1 × 1000mm 本 本土 27-4 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　300 ×15.1 × 1000mm 本 隠岐 *1 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　200 ×10.3 × 2000mm 本 本土 17,400 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　200 ×10.3 × 2000mm 本 隠岐 18,900 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　250 ×12.7 × 2000mm 本 本土 22,900 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　250 ×12.7 × 2000mm 本 隠岐 24,900 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　300 ×15.1 × 2000mm 本 本土 31,300 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 標準管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　300 ×15.1 × 2000mm 本 隠岐 34,100 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　150 × 8.9 × 1000mm 本 本土 27-4 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　150 × 8.9 × 1000mm 本 隠岐 *1 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　200 ×10.3 × 1000mm 本 本土 27-4 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　200 ×10.3 × 1000mm 本 隠岐 *1 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　250 ×12.7 × 1000mm 本 本土 27-4 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　250 ×12.7 × 1000mm 本 隠岐 *1 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　300 ×15.1 × 1000mm 本 本土 27-4 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　300 ×15.1 × 1000mm 本 隠岐 *1 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　200 ×10.3 × 2000mm 本 本土 17,400 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　200 ×10.3 × 2000mm 本 隠岐 18,900 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　250 ×12.7 × 2000mm 本 本土 22,900 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　250 ×12.7 × 2000mm 本 隠岐 24,900 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　300 ×15.1 × 2000mm 本 本土 31,300 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 先頭管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　300 ×15.1 × 2000mm 本 隠岐 34,100 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　150 × 8.9 × 1000mm 本 本土 27-4 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　150 × 8.9 × 1000mm 本 隠岐 *1 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　200 ×10.3 × 1000mm 本 本土 27-4 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　200 ×10.3 × 1000mm 本 隠岐 *1 3 JSWAS K-6

１．ステンレスカラー・ゴムリングを含む。
２．リブカラー付直管
３．SUSカラー付直管
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３－１０－１　　下水道用推進管
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　250 ×12.7 × 1000mm 本 本土 27-4 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　250 ×12.7 × 1000mm 本 隠岐 *1 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　300 ×15.1 × 1000mm 本 本土 27-4 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　300 ×15.1 × 1000mm 本 隠岐 *1 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　200 ×10.3 × 2000mm 本 本土 12,000 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　200 ×10.3 × 2000mm 本 隠岐 13,000 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　250 ×12.7 × 2000mm 本 本土 17,200 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　250 ×12.7 × 2000mm 本 隠岐 18,700 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　300 ×15.1 × 2000mm 本 本土 24,500 3 JSWAS K-6

推進用硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 最終管（ＳＵＳＲ） VＰ  φ　300 ×15.1 × 2000mm 本 隠岐 26,700 3 JSWAS K-6

推進用さや管鋼管　φ３００mm ＳＴＫ400　外径318.5mm  厚さ6.9mm m 本土 6,863 ネジ切り加工含む

推進用さや管鋼管　φ３００mm ＳＴＫ400　外径318.5mm  厚さ6.9mm m 隠岐 7,261 ネジ切り加工含む

推進用さや管鋼管　φ３５０mm ＳＴＫ400　外径355.6mm  厚さ7.9mm m 本土 8,767 ネジ切り加工含む

推進用さや管鋼管　φ３５０mm ＳＴＫ400　外径355.6mm  厚さ7.9mm m 隠岐 9,274 ネジ切り加工含む

推進用さや管鋼管　φ４００mm ＳＴＫ400　外径406.4mm  厚さ9.5mm m 本土 13,578 ネジ切り加工含む

推進用さや管鋼管　φ４００mm ＳＴＫ400　外径406.4mm  厚さ9.5mm m 隠岐 14,275 ネジ切り加工含む

推進用さや管鋼管　φ４５０mm ＳＴＫ400　外径457.2mm  厚さ9.5mm m 本土 15,855 ネジ切り加工含む

推進用さや管鋼管　φ４５０mm ＳＴＫ400　外径457.2mm  厚さ9.5mm m 隠岐 16,642 ネジ切り加工含む

推進用さや管鋼管　φ５００mm ＳＴＫ400　外径508.0mm  厚さ9.5mm m 本土 17,667 ネジ切り加工含む

推進用さや管鋼管　φ５００mm ＳＴＫ400　外径508.0mm  厚さ9.5mm m 隠岐 18,544 ネジ切り加工含む

推進用さや管鋼管　φ５５０mm ＳＴＫ400　外径558.8mm  厚さ12.7mm m 本土 25,821 ネジ切り加工含む

推進用さや管鋼管　φ５５０mm ＳＴＫ400　外径558.8mm  厚さ12.7mm m 隠岐 27,103 ネジ切り加工含む

推進用さや管鋼管　φ６００mm ＳＴＫ400　外径609.6mm  厚さ12.7mm m 本土 28,237 ネジ切り加工含む

推進用さや管鋼管　φ６００mm ＳＴＫ400　外径609.6mm  厚さ12.7mm m 隠岐 29,639 ネジ切り加工含む

１．ステンレスカラー・ゴムリングを含む。
２．リブカラー付直管
３．SUSカラー付直管

273



３－１０－２　　下水道用硬質塩化ビニール管
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

プレ－ンエンド直管（ＶＵ） 100× 3.1×4000 本 本土 27-4 JSWAS K-1

プレ－ンエンド直管（ＶＵ） 100× 3.1×4000 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） 100× 3.1×4000 本 本土 1,950 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） 100× 3.1×4000 本 隠岐 2,160 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） 125× 4.1×4000 本 本土 3,160 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） 125× 4.1×4000 本 隠岐 3,500 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） 150× 5.1×4000 本 本土 4,060 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） 150× 5.1×4000 本 隠岐 4,550 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） 200× 6.5×4000 本 本土 5,750 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） 200× 6.5×4000 本 隠岐 6,570 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） 250× 7.8×4000 本 本土 10,100 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） 250× 7.8×4000 本 隠岐 11,300 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） 300× 9.2×4000 本 本土 16,000 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） 300× 9.2×4000 本 隠岐 17,800 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） ３５０×１０．５×４０００ 本 本土 21,700 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） ３５０×１０．５×４０００ 本 隠岐 24,000 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） ４００×１１．８×４０００ 本 本土 28,700 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） ４００×１１．８×４０００ 本 隠岐 31,900 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） ４５０×１３．２×４０００ 本 本土 36,700 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） ４５０×１３．２×４０００ 本 隠岐 40,700 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） ５００×１４．６×４０００ 本 本土 46,300 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＡ） ５００×１４．６×４０００ 本 隠岐 51,300 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＢ） 100× 3.1×800 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＢ） 100× 3.1×800 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＢ） 150× 5.1×800 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口片受け直管（ＳＲＢ） 150× 5.1×800 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） 100× 3.1×4000 本 本土 1,950 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） 100× 3.1×4000 本 隠岐 2,150 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） 125× 4.1×4000 本 本土 3,120 JSWAS K-1
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３－１０－２　　下水道用硬質塩化ビニール管
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

接着受口片受け直管（ＳＴ） 125× 4.1×4000 本 隠岐 3,430 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） 150× 5.1×4000 本 本土 4,020 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） 150× 5.1×4000 本 隠岐 4,470 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） 200× 6.5×4000 本 本土 5,620 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） 200× 6.5×4000 本 隠岐 6,380 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） 250× 7.8×4000 本 本土 10,000 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） 250× 7.8×4000 本 隠岐 11,200 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） 300× 9.2×4000 本 本土 15,800 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） 300× 9.2×4000 本 隠岐 17,400 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） ３５０×１０．５×４０００ 本 本土 21,600 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） ３５０×１０．５×４０００ 本 隠岐 23,800 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） ４００×１１．８×４０００ 本 本土 28,600 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） ４００×１１．８×４０００ 本 隠岐 31,600 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） ４５０×１３．２×４０００ 本 本土 36,500 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） ４５０×１３．２×４０００ 本 隠岐 40,200 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） ５００×１４．６×４０００ 本 本土 46,100 JSWAS K-1

接着受口片受け直管（ＳＴ） ５００×１４．６×４０００ 本 隠岐 50,900 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） １５ＳＲ－φ１００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） １５ＳＲ－φ１００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） １５ＳＲ－φ１５０ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） １５ＳＲ－φ１５０ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） １５ＳＲ－φ２００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） １５ＳＲ－φ２００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ３０ＳＲ－φ１００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ３０ＳＲ－φ１００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ３０ＳＲ－φ１５０ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ３０ＳＲ－φ１５０ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ３０ＳＲ－φ２００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ３０ＳＲ－φ２００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1
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３－１０－２　　下水道用硬質塩化ビニール管
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ４５ＳＲ－φ１００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ４５ＳＲ－φ１００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ４５ＳＲ－φ１５０ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ４５ＳＲ－φ１５０ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ４５ＳＲ－φ２００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ４５ＳＲ－φ２００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ６０ＳＲ－φ１００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ６０ＳＲ－φ１００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ６０ＳＲ－φ１５０ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ６０ＳＲ－φ１５０ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ６０ＳＲ－φ２００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ６０ＳＲ－φ２００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口自在継手（ＳＲＦＳ） ＳＲＦＳ－φ１００ 本 本土 1,950

ゴム輪受口自在継手（ＳＲＦＳ） ＳＲＦＳ－φ１００ 本 隠岐 2,110

ゴム輪受口自在継手（ＳＲＦＳ） ＳＲＦＳ－φ１５０ 本 本土 3,120

ゴム輪受口自在継手（ＳＲＦＳ） ＳＲＦＳ－φ１５０ 本 隠岐 3,380

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ０ＳＲＦ－φ１００ 本 本土 1,770

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ０ＳＲＦ－φ１００ 本 隠岐 1,920

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ０ＳＲＦ－φ１５０ 本 本土 2,830

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ０ＳＲＦ－φ１５０ 本 隠岐 3,070

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ０ＳＲＦ－φ２００ 本 本土 4,900

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ０ＳＲＦ－φ２００ 本 隠岐 5,320

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） １５ＳＲＦ－φ１００ 本 本土 27-4

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） １５ＳＲＦ－φ１００ 本 隠岐 *1

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） １５ＳＲＦ－φ１５０ 本 本土 27-4

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） １５ＳＲＦ－φ１５０ 本 隠岐 *1

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） １５ＳＲＦ－φ２００ 本 本土 27-4

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） １５ＳＲＦ－φ２００ 本 隠岐 *1
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３－１０－２　　下水道用硬質塩化ビニール管
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ３０ＳＲＦ－φ１００ 本 本土 27-4

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ３０ＳＲＦ－φ１００ 本 隠岐 *1

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ３０ＳＲＦ－φ１５０ 本 本土 27-4

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ３０ＳＲＦ－φ１５０ 本 隠岐 *1

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ３０ＳＲＦ－φ２００ 本 本土 27-4

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ３０ＳＲＦ－φ２００ 本 隠岐 *1

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ４５ＳＲＦ－φ１００ 本 本土 27-4

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ４５ＳＲＦ－φ１００ 本 隠岐 *1

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ４５ＳＲＦ－φ１５０ 本 本土 27-4

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ４５ＳＲＦ－φ１５０ 本 隠岐 *1

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ４５ＳＲＦ－φ２００ 本 本土 27-4

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ４５ＳＲＦ－φ２００ 本 隠岐 *1

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ６０ＳＲＦ－φ１００ 本 本土 27-4

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ６０ＳＲＦ－φ１００ 本 隠岐 *1

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ６０ＳＲＦ－φ１５０ 本 本土 27-4

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ６０ＳＲＦ－φ１５０ 本 隠岐 *1

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ６０ＳＲＦ－φ２００ 本 本土 27-4

ゴム輪受口自在曲管（ＳＲＦ） ６０ＳＲＦ－φ２００ 本 隠岐 *1

接着受口曲管（ＳＴ） １５ＳＴ－φ１００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） １５ＳＴ－φ１００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） １５ＳＴ－φ１５０ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） １５ＳＴ－φ１５０ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） １５ＳＴ－φ２００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） １５ＳＴ－φ２００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ３０ＳＴ－φ１００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ３０ＳＴ－φ１００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ３０ＳＴ－φ１５０ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ３０ＳＴ－φ１５０ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ３０ＳＴ－φ２００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ３０ＳＴ－φ２００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1
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３－１０－２　　下水道用硬質塩化ビニール管
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

接着受口曲管（ＳＴ） ４５ＳＴ－φ１００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ４５ＳＴ－φ１００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ４５ＳＴ－φ１５０ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ４５ＳＴ－φ１５０ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ４５ＳＴ－φ２００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ４５ＳＴ－φ２００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ６０ＳＴ－φ１００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ６０ＳＴ－φ１００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ６０ＳＴ－φ１５０ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ６０ＳＴ－φ１５０ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ６０ＳＴ－φ２００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着受口曲管（ＳＴ） ６０ＳＴ－φ２００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ９０ＳＲ－φ１００ 本 本土 3,100 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ９０ＳＲ－φ１００ 本 隠岐 3,360 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ９０ＳＲ－φ１５０ 本 本土 5,700 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ９０ＳＲ－φ１５０ 本 隠岐 6,180 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ９０ＳＲ－φ２００ 本 本土 9,940 JSWAS K-1

ゴム輪受口曲管（ＳＲ） ９０ＳＲ－φ２００ 本 隠岐 10,700 JSWAS K-1

排水用特殊ソケット（偏芯） １５０Ｐ×１００Ｓ 本 本土 1,140

排水用特殊ソケット（偏芯） １５０Ｐ×１００Ｓ 本 隠岐 1,230

排水用特殊ソケット（偏芯） ２００Ｐ×１５０Ｓ 本 本土 2,640

排水用特殊ソケット（偏芯） ２００Ｐ×１５０Ｓ 本 隠岐 2,860

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) １５０－１００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) １５０－１００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ２００－１００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ２００－１００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ２００－１５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ２００－１５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1
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３－１０－２　　下水道用硬質塩化ビニール管
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ２５０－１００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ２５０－１００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ２５０－１５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ２５０－１５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ２５０－２００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ２５０－２００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ３００－１００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ３００－１００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ３００－１５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ３００－１５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ３００－２００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ３００－２００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ３５０－１００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ３５０－１００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ３５０－１５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ３５０－１５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ３５０－２００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ３５０－２００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ４００－１００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ４００－１００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ４００－１５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ４００－１５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ４００－２００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 60°支管(60SVR) ４００－２００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) １５０－１００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) １５０－１００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ２００－１００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ２００－１００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ２００－１５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ２００－１５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1
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３－１０－２　　下水道用硬質塩化ビニール管
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ２５０－１００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ２５０－１００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ２５０－１５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ２５０－１５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ２５０－２００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ２５０－２００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ３００－１００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ３００－１００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ３００－１５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ３００－１５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ３００－２００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ３００－２００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ３５０－１００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ３５０－１００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ３５０－１５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ３５０－１５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ３５０－２００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ３５０－２００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ４００－１００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ４００－１００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ４００－１５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ４００－１５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ４００－２００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ管用支管 90°支管(90SVR) ４００－２００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着９０°曲管（副管用） 100 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着９０°曲管（副管用） 100 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着９０°曲管（副管用） 150 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着９０°曲管（副管用） 150 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着９０°曲管（副管用） 200 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着９０°曲管（副管用） 200 本 隠岐 *1 JSWAS K-1
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３－１０－２　　下水道用硬質塩化ビニール管
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

接着９０°曲管（副管用） 250 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着９０°曲管（副管用） 250 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着９０°曲管（副管用） 300 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着９０°曲管（副管用） 300 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) １５０－１００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) １５０－１００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ２００－１００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ２００－１００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ２００－１５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ２００－１５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ２５０－１５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ２５０－１５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ２５０－２００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ２５０－２００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ３００－１５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ３００－１５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ３００－２００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ３００－２００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ３００－２５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ３００－２５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ３５０－１５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ３５０－１５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ３５０－２００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ３５０－２００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ３５０－２５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ３５０－２５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ４００－１５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ４００－１５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1
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３－１０－２　　下水道用硬質塩化ビニール管
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ４００－２００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ４００－２００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ４００－２５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ４００－２５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ４５０－１５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ４５０－１５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ４５０－２００用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ４５０－２００用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ４５０－２５０用 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ副管用支管 90°支管(VS) ４５０－２５０用 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ます取付け継手　（ＭＳＢ） 100× 3.1×500 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ます取付け継手　（ＭＳＢ） 100× 3.1×500 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ます取付け継手　（ＭＳＢ） 150× 5.1×500 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ます取付け継手　（ＭＳＢ） 150× 5.1×500 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着カラ－（本管用） ２００×２３０ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着カラ－（本管用） ２００×２３０ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着カラ－（本管用） ２５０×２８０ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着カラ－（本管用） ２５０×２８０ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着カラ－（本管用） ３００×３３０ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着カラ－（本管用） ３００×３３０ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着カラ－（本管用） ３５０×４００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着カラ－（本管用） ３５０×４００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着カラ－（本管用） ４００×４４０ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着カラ－（本管用） ４００×４４０ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着カラ－（本管用） ４５０×５００ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着カラ－（本管用） ４５０×５００ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着カラ－（本管用） ５００×５６０ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着カラ－（本管用） ５００×５６０ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着カラ－（取付管用） １００×１０５ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着カラ－（取付管用） １００×１０５ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1
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３－１０－２　　下水道用硬質塩化ビニール管
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

接着カラ－（取付管用） １５０×１６５ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着カラ－（取付管用） １５０×１６５ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着カラ－（取付管用） ２００×２３５ 本 本土 27-4 JSWAS K-1

接着カラ－（取付管用） ２００×２３５ 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

接着受口カラ－ φ150　本管用 本 本土 1,420 JSWAS K-1

接着受口カラ－ φ150　本管用 本 隠岐 1,540 JSWAS K-1

接着受口カラ－ φ100　取付管用 本 本土 268 JSWAS K-1

接着受口カラ－ φ100　取付管用 本 隠岐 291 JSWAS K-1

キャップ φ100 本 本土 554 ﾌﾟﾚ-ﾝｴﾝﾄﾞ､ｺﾞﾑ輪受口兼用

キャップ φ100 本 隠岐 601 ﾌﾟﾚ-ﾝｴﾝﾄﾞ､ｺﾞﾑ輪受口兼用

キャップ φ150 本 本土 649 ﾌﾟﾚ-ﾝｴﾝﾄﾞ､ｺﾞﾑ輪受口兼用

キャップ φ150 本 隠岐 704 ﾌﾟﾚ-ﾝｴﾝﾄﾞ､ｺﾞﾑ輪受口兼用

キャップ φ200 本 本土 790 ﾌﾟﾚ-ﾝｴﾝﾄﾞ､ｺﾞﾑ輪受口兼用

キャップ φ200 本 隠岐 857 ﾌﾟﾚ-ﾝｴﾝﾄﾞ､ｺﾞﾑ輪受口兼用
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３－１０－３　　組立マンホール・小型マンホール
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×有効高（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

組立マンホール用調整リング ６００×５０ 個 本土 3,400

組立マンホール用調整リング ６００×５０ 個 隠岐 3,620

組立マンホール用調整リング ６００×１００ 個 本土 5,320

組立マンホール用調整リング ６００×１００ 個 隠岐 5,770

組立マンホール用調整リング ６００×１５０ 個 本土 7,450

組立マンホール用調整リング ６００×１５０ 個 隠岐 8,120

組立マンホール用調整リング ９００×１００ 個 本土 11,600

組立マンホール用調整リング ９００×１００ 個 隠岐 12,200

組立マンホール用調整リング ９００×１５０ 個 本土 17,300

組立マンホール用調整リング ９００×１５０ 個 隠岐 18,300

組立マンホール用調整金具 調整高２５mmまで 組 本土 2,480

組立マンホール用調整金具 調整高２５mmまで 組 隠岐 2,480

組立マンホール用調整金具 調整高４５mmまで 組 本土 4,110

組立マンホール用調整金具 調整高４５mmまで 組 隠岐 4,110

組立マンホール０号(斜壁) ６００／７５０×３００ 個 本土 13,900

組立マンホール０号(斜壁) ６００／７５０×３００ 個 隠岐 15,100

組立マンホール０号(斜壁) ６００／７５０×４５０ 個 本土 19,500

組立マンホール０号(斜壁) ６００／７５０×４５０ 個 隠岐 21,300

組立マンホール０号(斜壁) ６００／７５０×６００ 個 本土 23,700

組立マンホール０号(斜壁) ６００／７５０×６００ 個 隠岐 26,100

組立マンホール０号（スラブ） ６００×１５０ 個 本土 12,700

組立マンホール０号（スラブ） ６００×１５０ 個 隠岐 13,600

組立マンホール０号(直壁) ７５０×３００ 個 本土 10,400

組立マンホール０号(直壁) ７５０×３００ 個 隠岐 11,400

組立マンホール０号(直壁) ７５０×６００ 個 本土 17,900

組立マンホール０号(直壁) ７５０×６００ 個 隠岐 20,000

組立マンホール０号(直壁) ７５０×９００ 個 本土 25,700

組立マンホール０号(直壁) ７５０×９００ 個 隠岐 28,800

組立マンホール０号(直壁) ７５０×１２００ 個 本土 33,100

１．材質 蓋FCD700､受枠FCD600､ｶﾞﾀﾂｷ防止､蝶番付､ﾏ-ｸ入り
２．台座含む、市章入り
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３－１０－３　　組立マンホール・小型マンホール
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×有効高（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

組立マンホール０号(直壁) ７５０×１２００ 個 隠岐 37,300

組立マンホール０号(躯体ブロック) ７５０×６００ 個 本土 18,600

組立マンホール０号(躯体ブロック) ７５０×６００ 個 隠岐 20,700

組立マンホール０号(躯体ブロック) ７５０×９００ 個 本土 26,400

組立マンホール０号(躯体ブロック) ７５０×９００ 個 隠岐 29,500

組立マンホール０号(躯体ブロック) ７５０×１２００ 個 本土 33,800

組立マンホール０号(躯体ブロック) ７５０×１２００ 個 隠岐 38,000

組立マンホール０号(底版) ９６０×１３０ 個 本土 12,800

組立マンホール０号(底版) ９６０×１３０ 個 隠岐 14,500

組立マンホール０号（削孔） １００用 箇所 本土 3,240

組立マンホール０号（削孔） １００用 箇所 隠岐 3,240

組立マンホール０号(削孔) １５０用 箇所 本土 3,240

組立マンホール０号(削孔) １５０用 箇所 隠岐 3,240

組立マンホール０号(削孔) ２００用 箇所 本土 3,780

組立マンホール０号(削孔) ２００用 箇所 隠岐 3,780

組立マンホール０号(削孔) ２５０用 箇所 本土 4,320

組立マンホール０号(削孔) ２５０用 箇所 隠岐 4,320

組立マンホール１号(斜壁) ６００／９００×３００ 個 本土 15,300

組立マンホール１号(斜壁) ６００／９００×３００ 個 隠岐 17,100

組立マンホール１号(斜壁) ６００／９００×４５０ 個 本土 20,600

組立マンホール１号(斜壁) ６００／９００×４５０ 個 隠岐 23,000

組立マンホール１号(斜壁) ６００／９００×６００ 個 本土 26,500

組立マンホール１号(斜壁) ６００／９００×６００ 個 隠岐 29,700

組立マンホール１号（スラブ） ６００×１５０ 個 本土 18,600

組立マンホール１号（スラブ） ６００×１５０ 個 隠岐 20,100

組立マンホール１号(直壁) ９００×６００ 個 本土 20,100

組立マンホール１号(直壁) ９００×６００ 個 隠岐 22,600

組立マンホール１号(直壁) ９００×９００ 個 本土 29,000

組立マンホール１号(直壁) ９００×９００ 個 隠岐 32,800

１．材質 蓋FCD700､受枠FCD600､ｶﾞﾀﾂｷ防止､蝶番付､ﾏ-ｸ入り
２．台座含む、市章入り
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３－１０－３　　組立マンホール・小型マンホール
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×有効高（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

組立マンホール１号(直壁) ９００×１２００ 個 本土 37,400

組立マンホール１号(直壁) ９００×１２００ 個 隠岐 42,500

組立マンホール１号(直壁) ９００×１５００ 個 本土 46,200

組立マンホール１号(直壁) ９００×１５００ 個 隠岐 52,500

組立マンホール１号(直壁) ９００×１８００ 個 本土 55,000

組立マンホール１号(直壁) ９００×１８００ 個 隠岐 62,600

組立マンホ－ル１号（管取付壁） ９００×６００ 個 本土 20,800

組立マンホ－ル１号（管取付壁） ９００×６００ 個 隠岐 23,300

組立マンホ－ル１号（管取付壁） ９００×９００ 個 本土 29,800

組立マンホ－ル１号（管取付壁） ９００×９００ 個 隠岐 33,600

組立マンホ－ル１号（管取付壁） ９００×１２００ 個 本土 38,200

組立マンホ－ル１号（管取付壁） ９００×１２００ 個 隠岐 43,300

組立マンホ－ル１号（管取付壁） ９００×１５００ 個 本土 47,000

組立マンホ－ル１号（管取付壁） ９００×１５００ 個 隠岐 53,300

組立マンホ－ル１号（管取付壁） ９００×１８００ 個 本土 55,700

組立マンホ－ル１号（管取付壁） ９００×１８００ 個 隠岐 63,300

組立マンホール１号(底版) １１００×１３０ 個 本土 15,900

組立マンホール１号(底版) １１００×１３０ 個 隠岐 18,200

組立マンホ－ル１号 (脱着式踊り場) ９００×３９　ＦＲＰ製 個 本土 42,500

組立マンホ－ル１号 (脱着式踊り場) ９００×３９　ＦＲＰ製 個 隠岐 42,500

組立マンホ－ル１号(削孔) １００用 箇所 本土 3,240

組立マンホ－ル１号(削孔) １００用 箇所 隠岐 3,240

組立マンホ－ル１号（削孔） １５０用 箇所 本土 3,240

組立マンホ－ル１号（削孔） １５０用 箇所 隠岐 3,240

組立マンホ－ル１号（削孔） ２００用 箇所 本土 3,780

組立マンホ－ル１号（削孔） ２００用 箇所 隠岐 3,780

組立マンホ－ル１号（削孔） ２５０用 箇所 本土 4,320

組立マンホ－ル１号（削孔） ２５０用 箇所 隠岐 4,320

１．材質 蓋FCD700､受枠FCD600､ｶﾞﾀﾂｷ防止､蝶番付､ﾏ-ｸ入り
２．台座含む、市章入り
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３－１０－３　　組立マンホール・小型マンホール
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×有効高（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

組立マンホ－ル１号（削孔） ３００用 箇所 本土 4,860

組立マンホ－ル１号（削孔） ３００用 箇所 隠岐 4,860

組立マンホ－ル１号（削孔） ３５０用 箇所 本土 5,580

組立マンホ－ル１号（削孔） ３５０用 箇所 隠岐 5,580

組立マンホ－ル１号（削孔） ４００用 箇所 本土 6,060

組立マンホ－ル１号（削孔） ４００用 箇所 隠岐 6,060

組立マンホ－ル１号（削孔） ５００用 箇所 本土 7,140

組立マンホ－ル１号（削孔） ５００用 箇所 隠岐 7,140

組立マンホ－ル２号（斜壁） ６００／１２００×３００ 個 本土 30,700

組立マンホ－ル２号（斜壁） ６００／１２００×３００ 個 隠岐 33,700

組立マンホ－ル２号（斜壁） ６００／１２００×４５０ 個 本土 37,100

組立マンホ－ル２号（斜壁） ６００／１２００×４５０ 個 隠岐 40,700

組立マンホ－ル２号（斜壁） ９００／１２００×３００ 個 本土 27,800

組立マンホ－ル２号（斜壁） ９００／１２００×３００ 個 隠岐 32,000

組立マンホール２号（スラブ） ６００×２００ 個 本土 40,100

組立マンホール２号（スラブ） ６００×２００ 個 隠岐 44,600

組立マンホール２号（スラブ） ９００×２００ 個 本土 40,100

組立マンホール２号（スラブ） ９００×２００ 個 隠岐 43,400

組立マンホ－ル２号（直壁） １２００×６００ 個 本土 33,000

組立マンホ－ル２号（直壁） １２００×６００ 個 隠岐 37,500

組立マンホ－ル２号（直壁） １２００×９００ 個 本土 47,400

組立マンホ－ル２号（直壁） １２００×９００ 個 隠岐 54,100

組立マンホ－ル２号（直壁） １２００×１２００ 個 本土 61,800

組立マンホ－ル２号（直壁） １２００×１２００ 個 隠岐 70,800

組立マンホ－ル２号（直壁） １２００×１５００ 個 本土 75,900

組立マンホ－ル２号（直壁） １２００×１５００ 個 隠岐 87,100

組立マンホ－ル２号（直壁） １２００×１８００ 個 本土 90,400

組立マンホ－ル２号（直壁） １２００×１８００ 個 隠岐 103,000

組立マンホ－ル２号（直壁） １２００×２１００ 個 本土 104,000

組立マンホ－ル２号（直壁） １２００×２１００ 個 隠岐 119,000

１．材質 蓋FCD700､受枠FCD600､ｶﾞﾀﾂｷ防止､蝶番付､ﾏ-ｸ入り
２．台座含む、市章入り
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３－１０－３　　組立マンホール・小型マンホール
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×有効高（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

組立マンホ－ル２号（直壁） １２００×２４００ 個 本土 118,000

組立マンホ－ル２号（直壁） １２００×２４００ 個 隠岐 136,000

組立マンホ－ル２号（管取付壁） １２００×６００ 個 本土 37,100

組立マンホ－ル２号（管取付壁） １２００×６００ 個 隠岐 41,600

組立マンホ－ル２号（管取付壁） １２００×９００ 個 本土 51,400

組立マンホ－ル２号（管取付壁） １２００×９００ 個 隠岐 58,100

組立マンホ－ル２号（管取付壁） １２００×１２００ 個 本土 67,300

組立マンホ－ル２号（管取付壁） １２００×１２００ 個 隠岐 76,300

組立マンホ－ル２号（管取付壁） １２００×１５００ 個 本土 81,400

組立マンホ－ル２号（管取付壁） １２００×１５００ 個 隠岐 92,600

組立マンホ－ル２号（管取付壁） １２００×１８００ 個 本土 95,900

組立マンホ－ル２号（管取付壁） １２００×１８００ 個 隠岐 109,000

組立マンホ－ル２号（管取付壁） １２００×２１００ 個 本土 110,000

組立マンホ－ル２号（管取付壁） １２００×２１００ 個 隠岐 125,000

組立マンホ－ル２号（管取付壁） １２００×２４００ 個 本土 124,000

組立マンホ－ル２号（管取付壁） １２００×２４００ 個 隠岐 142,000

組立マンホ－ル２号（底版） １４６０×１５０ 個 本土 29,500

組立マンホ－ル２号（底版） １４６０×１５０ 個 隠岐 34,100

組立マンホ－ル２号(削孔) １００用 箇所 本土 4,140

組立マンホ－ル２号(削孔) １００用 箇所 隠岐 4,140

組立マンホ－ル２号（削孔） １５０用 箇所 本土 4,140

組立マンホ－ル２号（削孔） １５０用 箇所 隠岐 4,140

組立マンホ－ル２号（削孔） ２００用 箇所 本土 4,860

組立マンホ－ル２号（削孔） ２００用 箇所 隠岐 4,860

組立マンホ－ル２号（削孔） ２５０用 箇所 本土 5,580

組立マンホ－ル２号（削孔） ２５０用 箇所 隠岐 5,580

組立マンホ－ル２号（削孔） ３００用 箇所 本土 6,360

組立マンホ－ル２号（削孔） ３００用 箇所 隠岐 6,360

１．材質 蓋FCD700､受枠FCD600､ｶﾞﾀﾂｷ防止､蝶番付､ﾏ-ｸ入り
２．台座含む、市章入り
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３－１０－３　　組立マンホール・小型マンホール
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×有効高（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

組立マンホ－ル２号（削孔） ３５０用 箇所 本土 6,960

組立マンホ－ル２号（削孔） ３５０用 箇所 隠岐 6,960

組立マンホ－ル２号（削孔） ４００用 箇所 本土 7,740

組立マンホ－ル２号（削孔） ４００用 箇所 隠岐 7,740

組立マンホ－ル２号（削孔） ５００用 箇所 本土 9,180

組立マンホ－ル２号（削孔） ５００用 箇所 隠岐 9,180

組立マンホ－ル３号（斜壁） ９００／１５００×３００ 個 本土 48,800

組立マンホ－ル３号（斜壁） ９００／１５００×３００ 個 隠岐 54,300

組立マンホール３号（スラブ） ６００×２００ 個 本土 67,000

組立マンホール３号（スラブ） ６００×２００ 個 隠岐 74,800

組立マンホール３号（スラブ） ９００×２００ 個 本土 67,000

組立マンホール３号（スラブ） ９００×２００ 個 隠岐 73,600

組立マンホ－ル３号（直壁） １５００×６００ 個 本土 49,900

組立マンホ－ル３号（直壁） １５００×６００ 個 隠岐 56,900

組立マンホ－ル３号（直壁） １５００×９００ 個 本土 71,500

組立マンホ－ル３号（直壁） １５００×９００ 個 隠岐 82,000

組立マンホ－ル３号（直壁） １５００×１２００ 個 本土 92,900

組立マンホ－ル３号（直壁） １５００×１２００ 個 隠岐 106,000

組立マンホ－ル３号（直壁） １５００×１５００ 個 本土 114,000

組立マンホ－ル３号（直壁） １５００×１５００ 個 隠岐 131,000

組立マンホ－ル３号（直壁） １５００×１８００ 個 本土 135,000

組立マンホ－ル３号（直壁） １５００×１８００ 個 隠岐 156,000

組立マンホ－ル３号（直壁） １５００×２１００ 個 本土 157,000

組立マンホ－ル３号（直壁） １５００×２１００ 個 隠岐 181,000

組立マンホ－ル３号（直壁） １５００×２４００ 個 本土 178,000

組立マンホ－ル３号（直壁） １５００×２４００ 個 隠岐 206,000

組立マンホ－ル３号（管取付壁） １５００×９００ 個 本土 87,000

組立マンホ－ル３号（管取付壁） １５００×９００ 個 隠岐 97,500

組立マンホ－ル３号（管取付壁） １５００×１２００ 個 本土 108,000

組立マンホ－ル３号（管取付壁） １５００×１２００ 個 隠岐 122,000

１．材質 蓋FCD700､受枠FCD600､ｶﾞﾀﾂｷ防止､蝶番付､ﾏ-ｸ入り
２．台座含む、市章入り
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３－１０－３　　組立マンホール・小型マンホール
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×有効高（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

組立マンホ－ル３号（管取付壁） １５００×１５００ 個 本土 129,000

組立マンホ－ル３号（管取付壁） １５００×１５００ 個 隠岐 146,000

組立マンホ－ル３号（管取付壁） １５００×１８００ 個 本土 154,000

組立マンホ－ル３号（管取付壁） １５００×１８００ 個 隠岐 175,000

組立マンホ－ル３号（管取付壁） １５００×２１００ 個 本土 175,000

組立マンホ－ル３号（管取付壁） １５００×２１００ 個 隠岐 199,000

組立マンホ－ル３号（管取付壁） １５００×２４００ 個 本土 197,000

組立マンホ－ル３号（管取付壁） １５００×２４００ 個 隠岐 225,000

組立マンホ－ル３号（底版） １８１０×１５０ 個 本土 48,900

組立マンホ－ル３号（底版） １８１０×１５０ 個 隠岐 55,900

組立マンホ－ル３号(削孔) １００用 箇所 本土 4,920

組立マンホ－ル３号(削孔) １００用 箇所 隠岐 4,920

組立マンホ－ル３号（削孔） １５０用 箇所 本土 4,920

組立マンホ－ル３号（削孔） １５０用 箇所 隠岐 4,920

組立マンホ－ル３号（削孔） ２００用 箇所 本土 5,940

組立マンホ－ル３号（削孔） ２００用 箇所 隠岐 5,940

組立マンホ－ル３号（削孔） ２５０用 箇所 本土 6,660

組立マンホ－ル３号（削孔） ２５０用 箇所 隠岐 6,660

組立マンホ－ル３号（削孔） ３００用 箇所 本土 7,680

組立マンホ－ル３号（削孔） ３００用 箇所 隠岐 7,680

組立マンホ－ル３号（削孔） ３５０用 箇所 本土 8,520

組立マンホ－ル３号（削孔） ３５０用 箇所 隠岐 8,520

組立マンホ－ル３号（削孔） ４００用 箇所 本土 9,240

組立マンホ－ル３号（削孔） ４００用 箇所 隠岐 9,240

組立マンホ－ル３号（削孔） ５００用 箇所 本土 11,000

組立マンホ－ル３号（削孔） ５００用 箇所 隠岐 11,000

楕円形組立てマンホ－ル（斜壁） ６００×６００×４５０ 個 本土 18,000

楕円形組立てマンホ－ル（斜壁） ６００×６００×４５０ 個 隠岐 20,000

楕円形組立てマンホ－ル（斜壁） ６００×６００×６００ 個 本土 26,200

楕円形組立てマンホ－ル（斜壁） ６００×６００×６００ 個 隠岐 28,900

１．材質 蓋FCD700､受枠FCD600､ｶﾞﾀﾂｷ防止､蝶番付､ﾏ-ｸ入り
２．台座含む、市章入り
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３－１０－３　　組立マンホール・小型マンホール
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×有効高（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

楕円形組立てマンホ－ル（直壁） ６００×９００×３００ 個 本土 12,300

楕円形組立てマンホ－ル（直壁） ６００×９００×３００ 個 隠岐 13,400

楕円形組立てマンホ－ル（直壁） ６００×９００×６００ 個 本土 21,200

楕円形組立てマンホ－ル（直壁） ６００×９００×６００ 個 隠岐 23,500

楕円形組立てマンホ－ル（直壁） ６００×９００×９００ 個 本土 31,700

楕円形組立てマンホ－ル（直壁） ６００×９００×９００ 個 隠岐 35,100

楕円形組立てマンホ－ル（管取付壁） ６００×９００×６００ 個 本土 22,000

楕円形組立てマンホ－ル（管取付壁） ６００×９００×６００ 個 隠岐 24,300

楕円形組立てマンホ－ル（管取付壁） ６００×９００×９００ 個 本土 32,500

楕円形組立てマンホ－ル（管取付壁） ６００×９００×９００ 個 隠岐 35,900

楕円形組立てマンホ－ル（底版） 個 本土 17,000

楕円形組立てマンホ－ル（底版） 個 隠岐 18,900

楕円形組立てマンホ－ル（削孔） １５０用 箇所 本土 3,240

楕円形組立てマンホ－ル（削孔） １５０用 箇所 隠岐 3,240

楕円形組立てマンホ－ル（削孔） ２００用 箇所 本土 3,780

楕円形組立てマンホ－ル（削孔） ２００用 箇所 隠岐 3,780

楕円形組立てマンホ－ル（削孔） ２５０用 箇所 本土 4,320

楕円形組立てマンホ－ル（削孔） ２５０用 箇所 隠岐 4,320

マンホール鉄蓋 T-25用、内径600 枚 本土 66,400 1 カギ有り

マンホール鉄蓋 T-25用、内径600 枚 隠岐 67,000 1 カギ有り

マンホール鉄蓋 T-14用、内径600 枚 本土 60,200 1 カギ有り

マンホール鉄蓋 T-14用、内径600 枚 隠岐 60,800 1 カギ有り

マンホール鉄蓋 歩道用、内径600 枚 本土 56,400 1 カギ有り

マンホール鉄蓋 歩道用、内径600 枚 隠岐 56,900 1 カギ有り

マンホール鉄蓋 T-25用、内径600 枚 本土 64,700 1 カギ無し

マンホール鉄蓋 T-25用、内径600 枚 隠岐 65,300 1 カギ無し

マンホール鉄蓋 T-14用、内径600 枚 本土 58,200 1 カギ無し

マンホール鉄蓋 T-14用、内径600 枚 隠岐 58,800 1 カギ無し

１．材質 蓋FCD700､受枠FCD600､ｶﾞﾀﾂｷ防止､蝶番付､ﾏ-ｸ入り
２．台座含む、市章入り
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３－１０－３　　組立マンホール・小型マンホール
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×有効高（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

マンホール鉄蓋 歩道用、内径600 枚 本土 54,300 1 カギ無し

マンホール鉄蓋 歩道用、内径600 枚 隠岐 54,800 1 カギ無し

マンホール鉄蓋 T-25､親子蓋(φ900×600用) 枚 本土 324,000 1 カギ有り、マーク入り

マンホール鉄蓋 T-25､親子蓋(φ900×600用) 枚 隠岐 325,000 1 カギ有り、マーク入り

マンホール鉄蓋 T-14､親子蓋(φ900×600用) 枚 本土 280,000 1 カギ有り、マーク入り

マンホール鉄蓋 T-14､親子蓋(φ900×600用) 枚 隠岐 281,000 1 カギ有り、マーク入り

ロック付転落防止用はしご 枚 本土 20,000

ロック付転落防止用はしご 枚 隠岐 20,000

踊り場グレーチング蓋 １号マンホール用　FRP製 個 本土 204,000 取付費は別途計上

踊り場グレーチング蓋 １号マンホール用　FRP製 個 隠岐 204,000 取付費は別途計上

踊り場グレーチング蓋 ２号マンホール用　FRP製 個 本土 222,000 取付費は別途計上

踊り場グレーチング蓋 ２号マンホール用　FRP製 個 隠岐 222,000 取付費は別途計上

踊り場グレーチング蓋 ３号マンホール用　FRP製 個 本土 234,000 取付費は別途計上

踊り場グレーチング蓋 ３号マンホール用　FRP製 個 隠岐 234,000 取付費は別途計上

硬質塩化ビニル製小型マンホール（起点） ＫＴ　マンホール径３００　管径１５０ 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（起点） ＫＴ　マンホール径３００　管径１５０ 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（起点） ＫＴ　マンホール径３００　管径２００ 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（起点） ＫＴ　マンホール径３００　管径２００ 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 90Ｌ  マンホール径300　管径150 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 90Ｌ  マンホール径300　管径150 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 90Ｌ  マンホール径300　管径200 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 90Ｌ  マンホール径300　管径200 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 75Ｌ  マンホール径300　管径150 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 75Ｌ  マンホール径300　管径150 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 75Ｌ  マンホール径300　管径200 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 75Ｌ  マンホール径300　管径200 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 60Ｌ  マンホール径300　管径150 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 60Ｌ  マンホール径300　管径150 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 60Ｌ  マンホール径300　管径200 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 60Ｌ  マンホール径300　管径200 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

１．材質 蓋FCD700､受枠FCD600､ｶﾞﾀﾂｷ防止､蝶番付､ﾏ-ｸ入り
２．台座含む、市章入り
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３－１０－３　　組立マンホール・小型マンホール
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×有効高（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 45Ｌ  マンホール径300　管径150 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 45Ｌ  マンホール径300　管径150 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 45Ｌ  マンホール径300　管径200 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 45Ｌ  マンホール径300　管径200 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 30Ｌ  マンホール径300　管径150 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 30Ｌ  マンホール径300　管径150 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 30Ｌ  マンホール径300　管径200 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 30Ｌ  マンホール径300　管径200 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 15Ｌ  マンホール径300　管径150 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 15Ｌ  マンホール径300　管径150 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 15Ｌ  マンホール径300　管径200 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（屈曲点） 15Ｌ  マンホール径300　管径200 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（合流点） 90Ｙ  マンホール径300　管径150 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（合流点） 90Ｙ  マンホール径300　管径150 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（合流点） 90Ｙ  マンホール径300　管径200 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（合流点） 90Ｙ  マンホール径300　管径200 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（合流点） 45Ｙ  マンホール径300　管径150 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（合流点） 45Ｙ  マンホール径300　管径150 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（合流点） 45Ｙ  マンホール径300　管径200 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（合流点） 45Ｙ  マンホール径300　管径200 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（中間点） ＳＴ　マンホール径３００　管径１５０ 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（中間点） ＳＴ　マンホール径３００　管径１５０ 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（中間点） ＳＴ　マンホール径３００　管径２００ 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（中間点） ＳＴ　マンホール径３００　管径２００ 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（落差点） ＤＲ　マンホール径３００　管径１５０ 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（落差点） ＤＲ　マンホール径３００　管径１５０ 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（落差点） ＤＲ　マンホール径３００　管径２００ 個 本土 27-4 JSWAS K-9

硬質塩化ビニル製小型マンホール（落差点） ＤＲ　マンホール径３００　管径２００ 個 隠岐 *1 JSWAS K-9

鋳鉄製防護蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製桝･小型ﾏﾝﾎｰﾙ用) φ300標準型（T-25） 組 本土 26,800 2 JSWAS G-3

鋳鉄製防護蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製桝･小型ﾏﾝﾎｰﾙ用) φ300標準型（T-25） 組 隠岐 28,900 2 JSWAS G-3

１．材質 蓋FCD700､受枠FCD600､ｶﾞﾀﾂｷ防止､蝶番付､ﾏ-ｸ入り
２．台座含む、市章入り
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３－１０－３　　組立マンホール・小型マンホール
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×有効高（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鋳鉄製防護蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製桝･小型ﾏﾝﾎｰﾙ用) φ300標準型（T-14） 組 本土 25,600 2 JSWAS G-3

鋳鉄製防護蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製桝･小型ﾏﾝﾎｰﾙ用) φ300標準型（T-14） 組 隠岐 27,600 2 JSWAS G-3

鋳鉄製防護蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製桝･小型ﾏﾝﾎｰﾙ用) φ300簡易型（T- 8） 組 本土 17,900 2 JSWAS G-3

鋳鉄製防護蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製桝･小型ﾏﾝﾎｰﾙ用) φ300簡易型（T- 8） 組 隠岐 19,300 2 JSWAS G-3

鋳鉄製防護蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製桝･小型ﾏﾝﾎｰﾙ用) φ200標準型（T-25） 組 本土 17,600 2 JSWAS G-3

鋳鉄製防護蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製桝･小型ﾏﾝﾎｰﾙ用) φ200標準型（T-25） 組 隠岐 18,900 2 JSWAS G-3

鋳鉄製防護蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製桝･小型ﾏﾝﾎｰﾙ用)φ200標準型（T-14） 組 本土 16,900 2 JSWAS G-3

鋳鉄製防護蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製桝･小型ﾏﾝﾎｰﾙ用)φ200標準型（T-14） 組 隠岐 18,200 2 JSWAS G-3

鋳鉄製防護蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製桝･小型ﾏﾝﾎｰﾙ用)φ200簡易型（T- 8） 組 本土 8,320 2 JSWAS G-3

鋳鉄製防護蓋(ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製桝･小型ﾏﾝﾎｰﾙ用)φ200簡易型（T- 8） 組 隠岐 8,970 2 JSWAS G-3

組立１号レジンマンホール　（頂版） ＲＭＨ９０（Ａ）－１２０ 個 本土 40,300 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　（頂版） ＲＭＨ９０（Ａ）－１２０ 個 隠岐 41,400 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　（直壁） ＲＭＨ９０（Ｂ）－３００ 個 本土 31,600 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　（直壁） ＲＭＨ９０（Ｂ）－３００ 個 隠岐 32,500 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　（直壁） ＲＭＨ９０（Ｂ）－６００ 個 本土 45,200 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　（直壁） ＲＭＨ９０（Ｂ）－６００ 個 隠岐 46,600 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　（直壁） ＲＭＨ９０（Ｂ）－９００ 個 本土 60,200 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　（直壁） ＲＭＨ９０（Ｂ）－９００ 個 隠岐 62,200 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　（直壁） ＲＭＨ９０（Ｂ）－１２００ 個 本土 73,000 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　（直壁） ＲＭＨ９０（Ｂ）－１２００ 個 隠岐 75,600 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　（直壁） ＲＭＨ９０（Ｂ）－１５００ 個 本土 88,900 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　（直壁） ＲＭＨ９０（Ｂ）－１５００ 個 隠岐 92,000 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　(中間スラブ) RMH90(F)- 80 個 本土 26,800 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　(中間スラブ) RMH90(F)- 80 個 隠岐 27,500 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　(管取付壁) ＲＭＨ９０（Ｃ）－６００ 個 本土 45,200 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　(管取付壁) ＲＭＨ９０（Ｃ）－６００ 個 隠岐 46,600 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　(管取付壁) ＲＭＨ９０（Ｃ）－９００ 個 本土 60,200 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　(管取付壁) ＲＭＨ９０（Ｃ）－９００ 個 隠岐 62,200 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　(管取付壁) ＲＭＨ９０（Ｃ）－１２００ 個 本土 73,000 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　(管取付壁) ＲＭＨ９０（Ｃ）－１２００ 個 隠岐 75,600 JSWAS K-10

１．材質 蓋FCD700､受枠FCD600､ｶﾞﾀﾂｷ防止､蝶番付､ﾏ-ｸ入り
２．台座含む、市章入り
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３－１０－３　　組立マンホール・小型マンホール
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×有効高（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

組立１号レジンマンホール　(管取付壁) ＲＭＨ９０（Ｃ）－１５００ 個 本土 88,900 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　(管取付壁) ＲＭＨ９０（Ｃ）－１５００ 個 隠岐 92,000 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　（底版） RMH90(P)- 90 個 本土 35,600 JSWAS K-10

組立１号レジンマンホール　（底版） RMH90(P)- 90 個 隠岐 36,800 JSWAS K-10

組立楕円レジンマンホール　（斜壁） ＲＭＨ６０９０Ｄ（Ａ）－３００ 個 本土 44,000 JSWAS K-10

組立楕円レジンマンホール　（斜壁） ＲＭＨ６０９０Ｄ（Ａ）－３００ 個 隠岐 44,500 JSWAS K-10

組立楕円レジンマンホール　（斜壁） ＲＭＨ６０９０Ｄ（Ａ）－４００ 個 本土 56,700 JSWAS K-10

組立楕円レジンマンホール　（斜壁） ＲＭＨ６０９０Ｄ（Ａ）－４００ 個 隠岐 57,300 JSWAS K-10

組立楕円レジンマンホール　（直壁） ＲＭＨ６０９０Ｄ（Ｂ）－３００ 個 本土 29,000 JSWAS K-10

組立楕円レジンマンホール　（直壁） ＲＭＨ６０９０Ｄ（Ｂ）－３００ 個 隠岐 29,300 JSWAS K-10

組立楕円レジンマンホール　（直壁） ＲＭＨ６０９０Ｄ（Ｂ）－６００ 個 本土 52,200 JSWAS K-10

組立楕円レジンマンホール　（直壁） ＲＭＨ６０９０Ｄ（Ｂ）－６００ 個 隠岐 52,800 JSWAS K-10

組立楕円レジンマンホール　(管取付壁) ＲＭＨ６０９０Ｄ（Ｃ）－６００ 個 本土 45,900 JSWAS K-10

組立楕円レジンマンホール　(管取付壁) ＲＭＨ６０９０Ｄ（Ｃ）－６００ 個 隠岐 46,400 JSWAS K-10

組立楕円レジンマンホール　（底版） RMH6090D(P)- 60 個 本土 47,800 JSWAS K-10

組立楕円レジンマンホール　（底版） RMH6090D(P)- 60 個 隠岐 48,300 JSWAS K-10

組立レジンマンホール用調整リング RMH60(K)- 50 個 本土 7,130 JSWAS K-10

組立レジンマンホール用調整リング RMH60(K)- 50 個 隠岐 7,320 JSWAS K-10

組立レジンマンホール用調整リング ＲＭＨ６０（Ｋ）－１００ 個 本土 11,800 JSWAS K-10

組立レジンマンホール用調整リング ＲＭＨ６０（Ｋ）－１００ 個 隠岐 12,100 JSWAS K-10

組立レジンマンホール用調整リング ＲＭＨ６０（Ｋ）－１５０ 個 本土 16,300 JSWAS K-10

組立レジンマンホール用調整リング ＲＭＨ６０（Ｋ）－１５０ 個 隠岐 16,800 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（調整リング） RMC30(K)  高さ50mm 個 本土 5,010 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（調整リング） RMC30(K)  高さ50mm 個 隠岐 5,080 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（上部壁） RMC30(A)  高さ200mm 個 本土 10,300 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（上部壁） RMC30(A)  高さ200mm 個 隠岐 10,400 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（直壁） RMC30(B)  高さ300mm 個 本土 6,030 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（直壁） RMC30(B)  高さ300mm 個 隠岐 6,110 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（直壁） RMC30(B)  高さ400mm 個 本土 7,560 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（直壁） RMC30(B)  高さ400mm 個 隠岐 7,670 JSWAS K-10

１．材質 蓋FCD700､受枠FCD600､ｶﾞﾀﾂｷ防止､蝶番付､ﾏ-ｸ入り
２．台座含む、市章入り
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３－１０－３　　組立マンホール・小型マンホール
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×有効高（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

小型レジンマンホール（直壁） RMC30(B)  高さ500mm 個 本土 9,180 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（直壁） RMC30(B)  高さ500mm 個 隠岐 9,310 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（直壁） RMC30(B)  高さ600mm 個 本土 10,700 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（直壁） RMC30(B)  高さ600mm 個 隠岐 10,800 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（直壁） RMC30(B)  高さ900mm 個 本土 15,600 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（直壁） RMC30(B)  高さ900mm 個 隠岐 15,800 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（管取付壁） NRMC30(C) -150 高さ370mm 個 本土 29,600 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（管取付壁） NRMC30(C) -150 高さ370mm 個 隠岐 29,800 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（管取付壁） NRMC30(C) -200 高さ370mm 個 本土 31,300 JSWAS K-10

小型レジンマンホール（管取付壁） NRMC30(C) -200 高さ370mm 個 隠岐 31,500 JSWAS K-10

１．材質 蓋FCD700､受枠FCD600､ｶﾞﾀﾂｷ防止､蝶番付､ﾏ-ｸ入り
２．台座含む、市章入り
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３－１０－４　　マンホール継手、取付管継手
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ゴム輪受口上流用マンホール継手 MR  150× 5.1×500 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口上流用マンホール継手 MR  150× 5.1×500 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口上流用マンホール継手 MR  200× 6.5×500 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口上流用マンホール継手 MR  200× 6.5×500 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口上流用マンホール継手 MR  250× 7.8×500 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口上流用マンホール継手 MR  250× 7.8×500 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口上流用マンホール継手 MR  300× 9.2×500 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口上流用マンホール継手 MR  300× 9.2×500 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口上流用マンホール継手 MR  350×10.5×500 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口上流用マンホール継手 MR  350×10.5×500 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口上流用マンホール継手 MR  400×11.8×500 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口上流用マンホール継手 MR  400×11.8×500 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口上流用マンホール継手 MR  450×13.2×500 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口上流用マンホール継手 MR  450×13.2×500 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口上流用マンホール継手 MR  500×14.6×500 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口上流用マンホール継手 MR  500×14.6×500 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ製下流用マンホ－ル継手 MSA  150× 5.1×500 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ製下流用マンホ－ル継手 MSA  150× 5.1×500 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ製下流用マンホ－ル継手 MSA  200× 6.5×500 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ製下流用マンホ－ル継手 MSA  200× 6.5×500 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ製下流用マンホ－ル継手 MSA  250× 7.8×500 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ製下流用マンホ－ル継手 MSA  250× 7.8×500 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ製下流用マンホ－ル継手 MSA  300× 9.2×500 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ製下流用マンホ－ル継手 MSA  300× 9.2×500 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ製下流用マンホ－ル継手 MSA  350×10.5×500 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ製下流用マンホ－ル継手 MSA  350×10.5×500 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ製下流用マンホ－ル継手 MSA  400×11.8×1000 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ製下流用マンホ－ル継手 MSA  400×11.8×1000 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ製下流用マンホ－ル継手 MSA  450×13.2×1000 本 本土 27-4 JSWAS K-1

１．十字管（一体型又は分割型）
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３－１０－４　　マンホール継手、取付管継手
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

塩ビ製下流用マンホ－ル継手 MSA  450×13.2×1000 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ製下流用マンホ－ル継手 MSA  500×14.6×1000 本 本土 27-4 JSWAS K-1

塩ビ製下流用マンホ－ル継手 MSA  500×14.6×1000 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 MRL  150× 5.1×1000 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 MRL  150× 5.1×1000 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 MRL  200× 6.5×1000 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 MRL  200× 6.5×1000 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 MRL  250× 7.8×1000 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 MRL  250× 7.8×1000 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 MRL  300× 9.2×1000 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 MRL  300× 9.2×1000 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 MRL  350×10.5×1000 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 MRL  350×10.5×1000 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 MRL  400×11.8×1000 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 MRL  400×11.8×1000 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 MRL  450×13.2×1000 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 MRL  450×13.2×1000 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 MRL  500×14.6×1000 本 本土 27-4 JSWAS K-1

ゴム輪受口副管分岐用マンホール継手 MRL  500×14.6×1000 本 隠岐 *1 JSWAS K-1

塩ビ・内副管用マンホール継手 150×100×100 本 本土 20,400 1

塩ビ・内副管用マンホール継手 150×100×100 本 隠岐 22,100 1

塩ビ・内副管用マンホール継手 200×150×150 本 本土 30,300 1

塩ビ・内副管用マンホール継手 200×150×150 本 隠岐 32,900 1

塩ビ・内副管用固定バンド 150用 組 本土 4,210 金具付

塩ビ・内副管用固定バンド 150用 組 隠岐 4,560 金具付

塩ビ・内副管用固定バンド 200用 組 本土 4,620 金具付

塩ビ・内副管用固定バンド 200用 組 隠岐 5,010 金具付

マンホ－ル用可とう継手 φ 100　塩ビ管用 個 本土 6,840

マンホ－ル用可とう継手 φ 100　塩ビ管用 個 隠岐 7,060

１．十字管（一体型又は分割型）
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３－１０－４　　マンホール継手、取付管継手
１．工事現場渡し単価とする。
２．規格は内径（㎜）×厚（㎜）×長（㎜）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

マンホ－ル用可とう継手 φ 150　塩ビ管用 個 本土 27-4

マンホ－ル用可とう継手 φ 150　塩ビ管用 個 隠岐 *1

マンホ－ル用可とう継手 φ 150　陶管用 個 本土 27-4

マンホ－ル用可とう継手 φ 150　陶管用 個 隠岐 *1

マンホ－ル用可とう継手 φ 200　塩ビ管用 個 本土 27-4

マンホ－ル用可とう継手 φ 200　塩ビ管用 個 隠岐 *1

マンホ－ル用可とう継手 φ 200　陶管用 個 本土 27-4

マンホ－ル用可とう継手 φ 200　陶管用 個 隠岐 *1

マンホ－ル用可とう継手 φ 250　塩ビ管用 個 本土 27-4

マンホ－ル用可とう継手 φ 250　塩ビ管用 個 隠岐 *1

マンホ－ル用可とう継手 φ 300　塩ビ管用 個 本土 27-4

マンホ－ル用可とう継手 φ 300　塩ビ管用 個 隠岐 *1

マンホ－ル用可とう継手 φ 350　塩ビ管用 個 本土 27-4

マンホ－ル用可とう継手 φ 350　塩ビ管用 個 隠岐 *1

取付管用可とう継手 塩ビ管用　150×100 個 本土 27-4

取付管用可とう継手 塩ビ管用　150×100 個 隠岐 *1

取付管用可とう継手 塩ビ管用　200×100 個 本土 27-4

取付管用可とう継手 塩ビ管用　200×100 個 隠岐 *1

取付管用可とう継手 塩ビ管用　200×150 個 本土 27-4

取付管用可とう継手 塩ビ管用　200×150 個 隠岐 *1

１．十字管（一体型又は分割型）
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３－１０－５　　公共ます・汚水桝
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

硬質塩化ビニル製公共桝 インバート部 個 本土 27-4 4

硬質塩化ビニル製公共桝 インバート部 個 隠岐 *1 4

硬質塩化ビニル製公共桝 インバート部 個 本土 27-4 5

硬質塩化ビニル製公共桝 インバート部 個 隠岐 *1 5

硬質塩化ビニル製公共桝 ドロップ部 個 本土 27-4 5

硬質塩化ビニル製公共桝 ドロップ部 個 隠岐 *1 5

硬質塩化ビニル製公共桝 掃除口　内径200mm 個 本土 1,350 1

硬質塩化ビニル製公共桝 掃除口　内径200mm 個 隠岐 1,480 1

硬質塩化ビニル製公共桝 掃除口　内径200mm 個 本土 1,450 2

硬質塩化ビニル製公共桝 掃除口　内径200mm 個 隠岐 1,590 2

硬質塩化ビニル製公共桝 掃除口（傾斜蓋）  内径200mm 個 本土 1,950 1

硬質塩化ビニル製公共桝 掃除口（傾斜蓋）  内径200mm 個 隠岐 2,140 1

硬質塩化ビニル製公共桝 掃除口（傾斜蓋）  内径200mm 個 本土 2,750 2

硬質塩化ビニル製公共桝 掃除口（傾斜蓋）  内径200mm 個 隠岐 3,020 2

硬質塩化ビニル製公共桝 掃除口　内径200mm 個 本土 2,700 3

硬質塩化ビニル製公共桝 掃除口　内径200mm 個 隠岐 2,970 3

硬質塩化ビニル製公共桝 掃除口（傾斜蓋）  内径200mm 個 本土 2,800 3

硬質塩化ビニル製公共桝 掃除口（傾斜蓋）  内径200mm 個 隠岐 3,080 3

硬質塩化ビニル製蓋 ＢＩ－φ２００（差口形ターンアップ蓋） 枚 本土 27-4 JSWAS K-7 市章入り

硬質塩化ビニル製蓋 ＢＩ－φ２００（差口形ターンアップ蓋） 枚 隠岐 *1 JSWAS K-7 市章入り

硬質塩化ビニル製蓋 ＢＯ－φ２００（受口形ターンアップ蓋） 枚 本土 27-4 JSWAS K-7 市章入り

硬質塩化ビニル製蓋 ＢＯ－φ２００（受口形ターンアップ蓋） 枚 隠岐 *1 JSWAS K-7 市章入り

硬質塩化ビニル製内蓋 ＣＶ－Ｒ　φ２００ 枚 本土 1,100 JSWAS K-7

硬質塩化ビニル製内蓋 ＣＶ－Ｒ　φ２００ 枚 隠岐 1,210 JSWAS K-7

硬質塩化ビニル製内蓋 φ３００ 枚 本土 1,500 JSWAS K-7

硬質塩化ビニル製内蓋 φ３００ 枚 隠岐 1,650 JSWAS K-7

硬質塩化ビニル製公共桝（縦型） ＤＲ90ＷＹ　200-100-150 個 本土 27-4 JSWAS K-7

硬質塩化ビニル製公共桝（縦型） ＤＲ90ＷＹ　200-100-150 個 隠岐 *1 JSWAS K-7

硬質塩化ビニル製公共桝（縦型） ＤＲ90ＷＹ  300-100-150 個 本土 27-4 JSWAS K-7

１．Ｔ－２、ワンタッチ式オス（内径接合）
２．Ｔ－２、ワンタッチ式メス（外径接合）
３．Ｔ－２、ターンアップ式
４．立ち上がり内径200mm､流入管内径100mm(3方向ﾌﾟﾗｸﾞ付き)､取付管150mm
５．立ち上がり内径200mm､流入管内径100mm(3方向ﾌﾟﾗｸﾞ付き)､取付管100mm
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３－１０－５　　公共ます・汚水桝
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

硬質塩化ビニル製公共桝（縦型） ＤＲ90ＷＹ  300-100-150 個 隠岐 *1 JSWAS K-7

１．Ｔ－２、ワンタッチ式オス（内径接合）
２．Ｔ－２、ワンタッチ式メス（外径接合）
３．Ｔ－２、ターンアップ式
４．立ち上がり内径200mm､流入管内径100mm(3方向ﾌﾟﾗｸﾞ付き)､取付管150mm
５．立ち上がり内径200mm､流入管内径100mm(3方向ﾌﾟﾗｸﾞ付き)､取付管100mm
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３－１０－６　　小型立坑用仮設材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

小型立坑　ケーシング 呼び径φ1500  厚さ12mm m 本土 204,000 全損（運搬費込み）

小型立坑　ケーシング 呼び径φ1500  厚さ12mm m 隠岐 204,000 全損（運搬費込み）

小型立坑　ケーシング 呼び径φ1800  厚さ12mm m 本土 231,000 全損（運搬費込み）

小型立坑　ケーシング 呼び径φ1800  厚さ12mm m 隠岐 231,000 全損（運搬費込み）

小型立坑　ケーシング 呼び径φ2000  厚さ12mm m 本土 248,000 全損（運搬費込み）

小型立坑　ケーシング 呼び径φ2000  厚さ12mm m 隠岐 248,000 全損（運搬費込み）

小型立坑　ケーシング 呼び径φ2000  厚さ16mm m 本土 333,000 全損（運搬費込み）

小型立坑　ケーシング 呼び径φ2000  厚さ16mm m 隠岐 333,000 全損（運搬費込み）

小型立坑　刃先製作取付費（後付型） 呼び径φ1500  厚さ12mm 個 統一 40,500 全損

小型立坑　刃先製作取付費（後付型） 呼び径φ1800  厚さ12mm 個 統一 47,700 全損

小型立坑　刃先製作取付費（後付型） 呼び径φ2000  厚さ12mm 個 統一 53,100 全損

小型立坑　刃先製作取付費（後付型） 呼び径φ2000  厚さ16mm 個 統一 53,100 全損

小型立坑　刃先先端加工費（一体型） 呼び径φ1500  厚さ12mm 個 統一 17,000 全損

小型立坑　刃先先端加工費（一体型） 呼び径φ1800  厚さ12mm 個 統一 20,400 全損

小型立坑　刃先先端加工費（一体型） 呼び径φ2000  厚さ12mm 個 統一 23,800 全損

小型立坑　刃先先端加工費（一体型） 呼び径φ2000  厚さ16mm 個 統一 39,100 全損
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３－１０－７　　土質安定剤・接着剤・シールド用材料
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

土質安定注入剤 溶液型無機瞬結タイプ Ｌ 本土 27-4 2

土質安定注入剤 溶液型無機瞬結タイプ Ｌ 隠岐 *1 2

土質安定注入剤 溶液型有機瞬結タイプ Ｌ 本土 27-4 2

土質安定注入剤 溶液型有機瞬結タイプ Ｌ 隠岐 *1 2

土質安定注入剤 懸濁型無機瞬結タイプ Ｌ 本土 27-4 2

土質安定注入剤 懸濁型無機瞬結タイプ Ｌ 隠岐 *1 2

土質安定注入剤 溶液型無機中結タイプ Ｌ 本土 27-4 3

土質安定注入剤 溶液型無機中結タイプ Ｌ 隠岐 *1 3

土質安定注入剤 溶液型有機中結タイプ Ｌ 本土 27-4 3

土質安定注入剤 溶液型有機中結タイプ Ｌ 隠岐 *1 3

土質安定注入剤 懸濁型無機中結タイプ Ｌ 本土 27-4 1

土質安定注入剤 懸濁型無機中結タイプ Ｌ 隠岐 *1 1

土質安定注入剤 溶液型有機長結タイプ Ｌ 本土 27-4 3

土質安定注入剤 溶液型有機長結タイプ Ｌ 隠岐 *1 3

土質安定注入剤 ＣＣＰ硬化剤５号 Ｌ 本土 27-4 単管方式

土質安定注入剤 ＣＣＰ硬化剤５号 Ｌ 隠岐 *1 単管方式

土質安定注入剤 ＣＣＰ硬化剤６号 Ｌ 本土 16 単管方式

土質安定注入剤 ＣＣＰ硬化剤６号 Ｌ 隠岐 16 単管方式

土質安定注入剤 ジェットグラウト硬化材１号 m3 本土 11,700

土質安定注入剤 ジェットグラウト硬化材１号 m3 隠岐 13,900

土質安定注入剤 ジェットグラウト硬化材２号 m3 本土 15,600

土質安定注入剤 ジェットグラウト硬化材２号 m3 隠岐 17,000

土質安定注入剤 ジェットグラウト硬化材３号 m3 本土 20,500

土質安定注入剤 ジェットグラウト硬化材３号 m3 隠岐 21,400

推進用材料 泥水用ＣＭＣ kg 本土 27-4 泥水調整剤

推進用材料 泥水用ＣＭＣ kg 隠岐 *1 泥水調整剤

塩ビ管用接着剤 リブカラ－継手用 kg 本土 27-4

塩ビ管用接着剤 リブカラ－継手用 kg 隠岐 *1

塩ビ管用滑剤 ＳＵＳカラ－継手用 kg 本土 27-4

１．複相式二重管ストレーナー方式
２．単相式・複相式二重管ストレーナー方式
３．複相式二重管ストレーナー方式
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３－１０－７　　土質安定剤・接着剤・シールド用材料
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

塩ビ管用滑剤 ＳＵＳカラ－継手用 kg 隠岐 *1

塩ビ管用接合剤 スパイラル継手用 kg 本土 3,240

塩ビ管用接合剤 スパイラル継手用 kg 隠岐 3,330

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ管用　特殊接合剤 kg 本土 1,020

鉄筋ｺﾝｸﾘ-ﾄ管用　特殊接合剤 kg 隠岐 1,060

シ－ルド用材料 ベントナイト（＃２５０） ｔ 本土 27-4

シ－ルド用材料 ベントナイト（＃２５０） ｔ 隠岐 *1

シ－ルド用材料 粘土 ｔ 本土 12,000

シ－ルド用材料 粘土 ｔ 隠岐 19,500

ベントナイト ２００メッシュ程度 ｔ 本土 27-4

ベントナイト ２００メッシュ程度 ｔ 隠岐 *1

ベントナイト ２００メッシュ程度　２５kg／袋 袋 本土 － 25kg/袋当たり単価

ベントナイト ２００メッシュ程度　２５kg／袋 袋 隠岐 － 25kg/袋当たり単価

マンホール調整用モルタル 超早強・無収縮 袋 本土 3,920 25kg/袋当たり単価

マンホール調整用モルタル 超早強・無収縮 袋 隠岐 3,920 25kg/袋当たり単価

塩ビ管用接着剤 接着受口用 kg 本土 1,100

塩ビ管用接着剤 接着受口用 kg 隠岐 1,130

塩ビ管用接合剤 塩ビ本管用支管接合剤 kg 本土 3,320

塩ビ管用接合剤 塩ビ本管用支管接合剤 kg 隠岐 3,380

塩ビ管用接合剤 ヒューム本管用支管接合剤 kg 本土 1,020

塩ビ管用接合剤 ヒューム本管用支管接合剤 kg 隠岐 1,060

塩ビ管用滑剤 kg 本土 880

塩ビ管用滑剤 kg 隠岐 906

１．複相式二重管ストレーナー方式
２．単相式・複相式二重管ストレーナー方式
３．複相式二重管ストレーナー方式
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３－１１－１　　船員就業時間別賃金（単価）表

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

高級船員 就業 ９ 時間 人 統一 *3

高級船員 就業１０時間 人 統一 *3

高級船員 就業１１時間 人 統一 *3

高級船員 就業１２時間 人 統一 *3

高級船員 就業１４時間 人 統一 *3

高級船員 就業１６時間 人 統一 *3 深夜は含まない

高級船員 就業２２時間 人 統一 *3

普通船員 就業 ９ 時間 人 統一 *3

普通船員 就業１０時間 人 統一 *3

普通船員 就業１１時間 人 統一 *3

普通船員 就業１２時間 人 統一 *3

普通船員 就業１４時間 人 統一 *3

普通船員 就業１６時間 人 統一 *3 深夜は含まない

普通船員 就業２２時間 人 統一 *3

船団長 就業９時間 人 統一 *3

船団長 就業１０時間 人 統一 *3

船団長 就業１１時間 人 統一 *3

船団長 就業１６時間 人 統一 *3

305



３－１１－２　　ゴム防舷材・埋込栓
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ゴム防舷材 Ｈ１５０mm m 本土 27-4

ゴム防舷材 Ｈ１５０mm m 隠岐 *1

ゴム防舷材 Ｈ２００mm m 本土 27-4

ゴム防舷材 Ｈ２００mm m 隠岐 *1

ゴム防舷材 Ｈ２５０mm m 本土 27-4

ゴム防舷材 Ｈ２５０mm m 隠岐 *1

ゴム防舷材 Ｈ３００mm m 本土 27-4

ゴム防舷材 Ｈ３００mm m 隠岐 *1

ゴム防舷材 Ｈ４００mm m 本土 27-4

ゴム防舷材 Ｈ４００mm m 隠岐 *1

ゴム防舷材 Ｈ５００mm m 本土 27-4

ゴム防舷材 Ｈ５００mm m 隠岐 *1

ゴム防舷材 Ｈ６００mm m 本土 27-4

ゴム防舷材 Ｈ６００mm m 隠岐 *1

ゴム防舷材埋込栓 ３／４　吋 本 本土 4,970

ゴム防舷材埋込栓 ３／４　吋 本 隠岐 5,110

ゴム防舷材埋込栓 １　　吋 本 本土 8,120

ゴム防舷材埋込栓 １　　吋 本 隠岐 8,360

ゴム防舷材埋込栓 ５／４　吋 本 本土 14,700

ゴム防舷材埋込栓 ５／４　吋 本 隠岐 15,100

ゴム防舷材埋込栓 ３／２　吋 本 本土 19,200

ゴム防舷材埋込栓 ３／２　吋 本 隠岐 19,700

ゴム防舷材埋込栓 ７／４　吋 本 本土 31,300

ゴム防舷材埋込栓 ７／４　吋 本 隠岐 32,200

ゴム防舷材埋込栓 ２　　吋 本 本土 43,000

ゴム防舷材埋込栓 ２　　吋 本 隠岐 44,200
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３－１１－３　　防砂板・防砂シート
１．工事現場渡し単価とする。
２．加工費を含む。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

防砂板（塩化ビニ－ルマット） ｔ＝１mm（溶着加工費含む） m2 本土 1,780

防砂板（塩化ビニ－ルマット） ｔ＝１mm（溶着加工費含む） m2 隠岐 1,780

防砂板（塩化ビニ－ルマット） ｔ＝２mm（溶着加工費含む） m2 本土 2,930

防砂板（塩化ビニ－ルマット） ｔ＝２mm（溶着加工費含む） m2 隠岐 2,930

防砂板（塩化ビニ－ルマット） ｔ＝３mm（溶着加工費含む） m2 本土 3,910

防砂板（塩化ビニ－ルマット） ｔ＝３mm（溶着加工費含む） m2 隠岐 3,910

防砂板（塩化ビニ－ルマット） ｔ＝４mm（溶着加工費含む） m2 本土 4,800

防砂板（塩化ビニ－ルマット） ｔ＝４mm（溶着加工費含む） m2 隠岐 4,800

防砂板（塩化ビニ－ルマット） ｔ＝５mm（溶着加工費含む） m2 本土 6,240

防砂板（塩化ビニ－ルマット） ｔ＝５mm（溶着加工費含む） m2 隠岐 6,240

防砂シ－ト（漏えい防止用） ポリエステル　ｔ＝１．４mm m2 本土 27-4

防砂シ－ト（漏えい防止用） ポリエステル　ｔ＝１．４mm m2 隠岐 *1

防砂シ－ト（吸出防止材） 不織布 5mm 端部縫製加工あり 縫合加工あり m2 本土 1,270 90kgｆ/5㎝以上

防砂シ－ト（吸出防止材） 不織布 5mm 端部縫製加工あり 縫合加工あり m2 隠岐 1,300 90kgｆ/5㎝以上

防砂シ－ト（吸出防止材） 不織布 5mm 端部縫製加工なし 縫合加工なし m2 本土 970 90kgｆ/5㎝以上

防砂シ－ト（吸出防止材） 不織布 5mm 端部縫製加工なし 縫合加工なし m2 隠岐 1,000 90kgｆ/5㎝以上
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３－１１－４　　車止
１．工事現場渡し単価とする。
２．アンカ－ボルトを含む。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

樹脂製車止（Ｌ１．５ｍ） Ｗ150mm×Ｈ150mm 本 本土 33,300

樹脂製車止（Ｌ１．５ｍ） Ｗ150mm×Ｈ150mm 本 隠岐 34,300

樹脂製車止（Ｌ２．０ｍ） Ｗ150mm×Ｈ150mm 本 本土 44,400

樹脂製車止（Ｌ２．０ｍ） Ｗ150mm×Ｈ150mm 本 隠岐 45,800

樹脂製車止（Ｌ２．５ｍ） Ｗ150mm×Ｈ150mm 本 本土 55,500

樹脂製車止（Ｌ２．５ｍ） Ｗ150mm×Ｈ150mm 本 隠岐 57,200

樹脂製車止（Ｌ３．０ｍ） Ｗ150mm×Ｈ150mm 本 本土 66,600

樹脂製車止（Ｌ３．０ｍ） Ｗ150mm×Ｈ150mm 本 隠岐 68,700
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３－１１－５　　けい船柱
１．工事現場渡し単価とする。
２．アンカ－ボルトを含む。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

けい船柱（直柱 運輸省型） けん引力 15ｔ　 130kg／個 基 本土 27-4

けい船柱（直柱 運輸省型） けん引力 15ｔ　 130kg／個 基 隠岐 *1

けい船柱（直柱 運輸省型） けん引力 25ｔ　 220kg／個 基 本土 27-4

けい船柱（直柱 運輸省型） けん引力 25ｔ　 220kg／個 基 隠岐 *1

けい船柱（直柱 運輸省型） けん引力 35ｔ　 230kg／個 基 本土 27-4

けい船柱（直柱 運輸省型） けん引力 35ｔ　 230kg／個 基 隠岐 *1

けい船柱（直柱 運輸省型） けん引力 50ｔ　 360kg／個 基 本土 27-4

けい船柱（直柱 運輸省型） けん引力 50ｔ　 360kg／個 基 隠岐 *1

けい船柱（直柱 運輸省型） けん引力 70ｔ 　450kg／個 基 本土 27-4

けい船柱（直柱 運輸省型） けん引力 70ｔ 　450kg／個 基 隠岐 *1

けい船柱（直柱 運輸省型） けん引力100ｔ　 820kg／個 基 本土 27-4

けい船柱（直柱 運輸省型） けん引力100ｔ　 820kg／個 基 隠岐 *1

けい船柱（直柱 運輸省型） けん引力150ｔ  1480kg／個 基 本土 27-4

けい船柱（直柱 運輸省型） けん引力150ｔ  1480kg／個 基 隠岐 *1

けい船柱（直柱 運輸省型） けん引力200ｔ  2250kg／個 基 本土 27-4

けい船柱（直柱 運輸省型） けん引力200ｔ  2250kg／個 基 隠岐 *1

けい船柱（曲柱 運輸省型） けん引力  5ｔ　  70kg／個 基 本土 27-4

けい船柱（曲柱 運輸省型） けん引力  5ｔ　  70kg／個 基 隠岐 *1

けい船柱（曲柱 運輸省型） けん引力 10ｔ　 140kg／個 基 本土 27-4

けい船柱（曲柱 運輸省型） けん引力 10ｔ　 140kg／個 基 隠岐 *1

けい船柱（曲柱 運輸省型） けん引力 15ｔ 　245kg／個 基 本土 27-4

けい船柱（曲柱 運輸省型） けん引力 15ｔ 　245kg／個 基 隠岐 *1

けい船柱（曲柱 運輸省型） けん引力 25ｔ　 420kg／個 基 本土 27-4

けい船柱（曲柱 運輸省型） けん引力 25ｔ　 420kg／個 基 隠岐 *1

けい船柱（曲柱 運輸省型） けん引力 35ｔ　 440kg／個 基 本土 27-4

けい船柱（曲柱 運輸省型） けん引力 35ｔ　 440kg／個 基 隠岐 *1

けい船柱（曲柱 運輸省型） けん引力 50ｔ　 665kg／個 基 本土 27-4

けい船柱（曲柱 運輸省型） けん引力 50ｔ　 665kg／個 基 隠岐 *1

けい船柱（曲柱 運輸省型） けん引力 70ｔ  1150kg／個 基 本土 27-4
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３－１１－５　　けい船柱
１．工事現場渡し単価とする。
２．アンカ－ボルトを含む。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

けい船柱（曲柱 運輸省型） けん引力 70ｔ  1150kg／個 基 隠岐 *1

けい船柱（曲柱 運輸省型） けん引力100ｔ  1670kg／個 基 本土 27-4

けい船柱（曲柱 運輸省型） けん引力100ｔ  1670kg／個 基 隠岐 *1
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３－１１－５　　けい船柱
１．工事現場渡し単価とする。
２．アンカ－ボルトを含む。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要
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３－１１－５　　けい船柱
１．工事現場渡し単価とする。
２．アンカ－ボルトを含む。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要
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３－１１－６　　電気防食用材料

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

電気防食用アルミ合金陽極 耐用１０年型　発生電流２．０Ａ 個 統一 27-4

電気防食用アルミ合金陽極 耐用１０年型　発生電流２．５Ａ 個 統一 27-4

電気防食用アルミ合金陽極 耐用１０年型　発生電流３．０Ａ 個 統一 27-4

電気防食用アルミ合金陽極 耐用１０年型　発生電流３．５Ａ 個 統一 27-4

電気防食用アルミ合金陽極 耐用２０年型　発生電流２．０Ａ 個 統一 27-4

電気防食用アルミ合金陽極 耐用２０年型　発生電流２．５Ａ 個 統一 27-4

電気防食用アルミ合金陽極 耐用２０年型　発生電流３．０Ａ 個 統一 27-4

電気防食用アルミ合金陽極 耐用２０年型　発生電流３．５Ａ 個 統一 27-4

電気防食用アルミ合金陽極 耐用３０年型　発生電流２．５Ａ 個 統一 27-4

電気防食用アルミ合金陽極 耐用３０年型　発生電流３．０Ａ 個 統一 27-4

端子板 簡易型 個 統一 27-4 電位測定
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３－１１－７　　コーナー金具・その他
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

けい船環 ステンレス製　φ25mm 個 本土 21,600

けい船環 ステンレス製　φ25mm 個 隠岐 22,200

コ－ナ－金具（樹脂製） m 統一 －

路盤紙 m2 統一 27-4

鋼　　板 ｔ＝6mm　　ｂ＝65mm kg 本土 27-4

鋼　　板 ｔ＝6mm　　ｂ＝65mm kg 隠岐 *1

帆　　布 不織布系　ｔ＝2mm m2 本土 330

帆　　布 不織布系　ｔ＝2mm m2 隠岐 360

帆　　布 織布系　　ｔ＝0.25mm m2 本土 300

帆　　布 織布系　　ｔ＝0.25mm m2 隠岐 300

築堤マット 鋼材タイプ(亜鉛ﾒｯｷ)　　T　5ｔ 個 本土 27-4 アンカーボルトを含む

築堤マット 鋼材タイプ(亜鉛ﾒｯｷ)　　T　5ｔ 個 隠岐 *1 アンカーボルトを含む

築堤マット 鋼材タイプ(亜鉛ﾒｯｷ)　　Ｔ10ｔ 個 本土 27-4 アンカーボルトを含む

築堤マット 鋼材タイプ(亜鉛ﾒｯｷ)　　Ｔ10ｔ 個 隠岐 *1 アンカーボルトを含む

築堤マット ロ－プタイプ(亜鉛ﾒｯｷ)　Ｔ　5ｔ 個 本土 27-4 アンカーボルトを含む

築堤マット ロ－プタイプ(亜鉛ﾒｯｷ)　Ｔ　5ｔ 個 隠岐 *1 アンカーボルトを含む

築堤マット ロ－プタイプ(亜鉛ﾒｯｷ)　Ｔ10ｔ 個 本土 27-4 アンカーボルトを含む

築堤マット ロ－プタイプ(亜鉛ﾒｯｷ)　Ｔ10ｔ 個 隠岐 *1 アンカーボルトを含む

ゴム製はしご（防舷材兼用） Ｈ150 ×Ｌ1500 本 本土 264,000 アンカーボルトを含む

ゴム製はしご（防舷材兼用） Ｈ150 ×Ｌ1500 本 隠岐 271,000 アンカーボルトを含む

ゴム製はしご（防舷材兼用） Ｈ150 ×Ｌ2100 本 本土 369,000 アンカーボルトを含む

ゴム製はしご（防舷材兼用） Ｈ150 ×Ｌ2100 本 隠岐 380,000 アンカーボルトを含む

ゴム製はしご（防舷材兼用） Ｈ200 ×Ｌ1500 本 本土 320,000 アンカーボルトを含む

ゴム製はしご（防舷材兼用） Ｈ200 ×Ｌ1500 本 隠岐 329,000 アンカーボルトを含む

ゴム製はしご（防舷材兼用） Ｈ200 ×Ｌ2100 本 本土 445,000 アンカーボルトを含む

ゴム製はしご（防舷材兼用） Ｈ200 ×Ｌ2100 本 隠岐 458,000 アンカーボルトを含む

補助はしご 300mm／段　呼び長さ600 本 本土 58,700 アンカーボルトを含む

補助はしご 300mm／段　呼び長さ600 本 隠岐 60,400 アンカーボルトを含む

ジョイントクリ－ナ－ブレ－ド ６枚１組 組 本土 －
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３－１１－７　　コーナー金具・その他
工事現場渡し単価とする。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ジョイントクリ－ナ－ブレ－ド ６枚１組 組 隠岐 －

アンカーボルト ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰ　Ｍ16　Ｌ＝60～80mm 本 統一 27-4

キャップ ３２×１００mm 個 統一 －

スリップバ－ 25×500mm　　ＳＳ400 本 統一 320

スリップバ－ 32×600mm　　ＳＳ400 本 統一 650

タイバ－ 25×1300mm　　ＳＤ295Ａ 本 統一 660

タイバ－ 32×1600mm　　ＳＤ295Ａ 本 統一 1,290

Ｊボルト Ｍ２０mm　Ｌ２５０mm 本 統一 247
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３－１１－８　　大型異形ブロックベッド損料
本損料には、現場搬入搬出に要する運搬費は含まれている。

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

大型異形ブロックベッド損料 テトラポッド 40ｔ・50ｔ 個 統一 *3

大型異形ブロックベッド損料 テトラポッド　６４ｔ 個 統一 *3

大型異形ブロックベッド損料 テトラポッド　８０ｔ 個 統一 *3
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３－１１－９　　コンクリートバケット損料

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コンクリートバケット損料 1.5m3　（4.2t） 個／日 統一 *3

コンクリートバケット損料 3.0m3　（8.1t） 個／日 統一 *3

コンクリートバケット損料 5.0m3　（13.4t） 個／日 統一 *3
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３－１１－１０　　異形・直積ブロック型枠

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

直立消波鋼製型枠賃料 ３０ｔ未満 m2 統一 27-4

直立消波鋼製型枠賃料 ３０～５０ｔ m2 統一 27-4
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３－１２－１　　鉄筋コンクリートＵ字フリューム

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鉄筋コンクリートＵ字フリューム 径２００mm・長１．９９５ｍ 本 本土 2,530

鉄筋コンクリートＵ字フリューム 径２００mm・長１．９９５ｍ 本 隠岐 3,190

鉄筋コンクリートＵ字フリューム 径２５０mm・長１．９９５ｍ 本 本土 3,070

鉄筋コンクリートＵ字フリューム 径２５０mm・長１．９９５ｍ 本 隠岐 3,890

鉄筋コンクリートＵ字フリューム 径３００mm・長１．９９５ｍ 本 本土 3,680

鉄筋コンクリートＵ字フリューム 径３００mm・長１．９９５ｍ 本 隠岐 4,690

鉄筋コンクリートＵ字フリューム 径３５０mm・長１．９９５ｍ 本 本土 4,710

鉄筋コンクリートＵ字フリューム 径３５０mm・長１．９９５ｍ 本 隠岐 5,980

鉄筋コンクリートＵ字フリューム 径５６０mm・長１．９９５ｍ 本 本土 11,000

鉄筋コンクリートＵ字フリューム 径５６０mm・長１．９９５ｍ 本 隠岐 14,100

フリュームタイト 径４００mm用 枚 統一 430

フリュームタイト 径４５０mm用 枚 統一 490

フリュームタイト 径５００mm用 枚 統一 540

フリュームタイト 径５６０mm用 枚 統一 630

フリュームタイト 径６００mm用 枚 統一 660
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３－１２－２　　鉄筋コンクリートベンチフリューム

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ベンチフリューム（Ⅱ形） ５００×３２０×１，０００mm 本 本土 4,500

ベンチフリューム（Ⅱ形） ５００×３２０×１，０００mm 本 隠岐 5,750

ベンチフリューム（Ⅱ形） ５５０×３５５×１，０００mm 本 本土 5,150

ベンチフリューム（Ⅱ形） ５５０×３５５×１，０００mm 本 隠岐 6,570

ベンチフリューム（Ⅱ形） ６００×３８０×１，０００mm 本 本土 5,410

ベンチフリューム（Ⅱ形） ６００×３８０×１，０００mm 本 隠岐 6,910

ベンチフリューム（Ⅱ形） ６５０×４１５×１，０００mm 本 本土 6,410

ベンチフリューム（Ⅱ形） ６５０×４１５×１，０００mm 本 隠岐 8,210

ベンチフリューム（Ⅱ形） ５００×３２０×２，０００mm 本 本土 8,420

ベンチフリューム（Ⅱ形） ５００×３２０×２，０００mm 本 隠岐 10,700

ベンチフリューム（Ⅱ形） ５５０×３５５×２，０００mm 本 本土 9,780

ベンチフリューム（Ⅱ形） ５５０×３５５×２，０００mm 本 隠岐 12,400

ベンチフリューム（Ⅱ形） ６００×３８０×２，０００mm 本 本土 10,200

ベンチフリューム（Ⅱ形） ６００×３８０×２，０００mm 本 隠岐 13,000

ベンチフリューム分水溝 ２００×１５０×１，０００mm 本 本土 3,090

ベンチフリューム分水溝 ２００×１５０×１，０００mm 本 隠岐 3,500

ベンチフリューム分水溝 ２５０×１７５×１，０００mm 本 本土 3,340

ベンチフリューム分水溝 ２５０×１７５×１，０００mm 本 隠岐 3,790

ベンチフリューム分水溝 ３００×２００×１，０００mm 本 本土 3,840

ベンチフリューム分水溝 ３００×２００×１，０００mm 本 隠岐 4,410

ベンチフリューム分水溝 ３５０×２３５×１，０００mm 本 本土 5,260

ベンチフリューム分水溝 ３５０×２３５×１，０００mm 本 隠岐 5,970

ベンチフリューム分水溝 ４００×２６０×１，０００mm 本 本土 6,570

ベンチフリューム分水溝 ４００×２６０×１，０００mm 本 隠岐 7,490

ベンチフリューム分水溝 ４５０×２９５×１，０００mm 本 本土 7,190

ベンチフリューム分水溝 ４５０×２９５×１，０００mm 本 隠岐 8,210

ベンチフリューム分水溝 ５００×３２０×１，０００mm 本 本土 8,560

ベンチフリューム分水溝 ５００×３２０×１，０００mm 本 隠岐 9,750

ベンチフリューム分水溝 ５５０×３５５×１，０００mm 本 本土 9,800
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３－１２－２　　鉄筋コンクリートベンチフリューム

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ベンチフリューム分水溝 ５５０×３５５×１，０００mm 本 隠岐 11,200

ベンチフリューム分水溝 ６００×３８０×１，０００mm 本 本土 10,500

ベンチフリューム分水溝 ６００×３８０×１，０００mm 本 隠岐 12,000

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　２００型　L＝５０cm 枚 本土 800

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　２００型　L＝５０cm 枚 隠岐 957

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　２５０型　L＝５０cm 枚 本土 910

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　２５０型　L＝５０cm 枚 隠岐 1,090

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　３００型　L＝５０cm 枚 本土 1,200

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　３００型　L＝５０cm 枚 隠岐 1,440

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　３５０型　L＝５０cm 枚 本土 1,570

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　３５０型　L＝５０cm 枚 隠岐 1,850

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　４００型　L＝５０cm 枚 本土 1,770

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　４００型　L＝５０cm 枚 隠岐 2,100

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　４５０型　L＝５０cm 枚 本土 1,880

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　４５０型　L＝５０cm 枚 隠岐 2,290

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　５００型　L＝５０cm 枚 本土 2,030

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　５００型　L＝５０cm 枚 隠岐 2,480

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　５５０型　L＝５０cm 枚 本土 2,210

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　５５０型　L＝５０cm 枚 隠岐 2,690

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　６００型　L＝５０cm 枚 本土 2,350

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　６００型　L＝５０cm 枚 隠岐 2,870

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　６５０型　L＝５０cm 枚 本土 2,470

ベンチフリューム蓋　１種 Ｔ－４　　６５０型　L＝５０cm 枚 隠岐 3,030

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　２００型　L＝５０cm 枚 本土 1,190

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　２００型　L＝５０cm 枚 隠岐 1,420

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　２５０型　L＝５０cm 枚 本土 1,540

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　２５０型　L＝５０cm 枚 隠岐 1,840

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　３００型　L＝５０cm 枚 本土 1,770

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　３００型　L＝５０cm 枚 隠岐 2,120
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３－１２－２　　鉄筋コンクリートベンチフリューム

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　３５０型　L＝５０cm 枚 本土 2,120

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　３５０型　L＝５０cm 枚 隠岐 2,560

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　４００型　L＝５０cm 枚 本土 2,420

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　４００型　L＝５０cm 枚 隠岐 2,930

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　４５０型　L＝５０cm 枚 本土 2,450

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　４５０型　L＝５０cm 枚 隠岐 3,060

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　５００型　L＝５０cm 枚 本土 2,790

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　５００型　L＝５０cm 枚 隠岐 3,470

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　５５０型　L＝５０cm 枚 本土 3,110

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　５５０型　L＝５０cm 枚 隠岐 3,900

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　６００型　L＝５０cm 枚 本土 3,360

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　６００型　L＝５０cm 枚 隠岐 4,210

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　６５０型　L＝５０cm 枚 本土 3,970

ベンチフリューム蓋　２種 Ｔ－１４　６５０型　L＝５０cm 枚 隠岐 4,950

横断暗渠用ベンチフリューム ２００型　L＝２．００ｍ 本 本土 5,710

横断暗渠用ベンチフリューム ２００型　L＝２．００ｍ 本 隠岐 6,620

横断暗渠用ベンチフリューム ２５０型　L＝２．００ｍ 本 本土 7,570

横断暗渠用ベンチフリューム ２５０型　L＝２．００ｍ 本 隠岐 8,880

横断暗渠用ベンチフリューム ３００型　L＝２．００ｍ 本 本土 9,650

横断暗渠用ベンチフリューム ３００型　L＝２．００ｍ 本 隠岐 11,300

横断暗渠用ベンチフリューム ３５０型　L＝２．００ｍ 本 本土 12,600

横断暗渠用ベンチフリューム ３５０型　L＝２．００ｍ 本 隠岐 14,800

横断暗渠用ベンチフリューム ４００型　L＝２．００ｍ 本 本土 15,100

横断暗渠用ベンチフリューム ４００型　L＝２．００ｍ 本 隠岐 17,800

横断暗渠用ベンチフリューム ４５０型　L＝２．００ｍ 本 本土 17,100

横断暗渠用ベンチフリューム ４５０型　L＝２．００ｍ 本 隠岐 20,200

横断暗渠用ベンチフリューム ５００型　L＝２．００ｍ 本 本土 21,100

横断暗渠用ベンチフリューム ５００型　L＝２．００ｍ 本 隠岐 24,900

横断暗渠用ベンチフリューム ５５０型　L＝２．００ｍ 本 本土 25,900
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３－１２－２　　鉄筋コンクリートベンチフリューム

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

横断暗渠用ベンチフリューム ５５０型　L＝２．００ｍ 本 隠岐 30,500

横断暗渠用ベンチフリューム ６００型　L＝２．００ｍ 本 本土 28,600

横断暗渠用ベンチフリューム ６００型　L＝２．００ｍ 本 隠岐 33,700

フリュームタイト ＢＦ２００型用 枚 統一 140

フリュームタイト ＢＦ２５０型用 枚 統一 160

フリュームタイト ＢＦ３００型用 枚 統一 320

フリュームタイト ＢＦ３５０型用 枚 統一 350

フリュームタイト ＢＦ４００型用 枚 統一 380

フリュームタイト ＢＦ４５０型用 枚 統一 430

フリュームタイト ＢＦ５００型用 枚 統一 490

フリュームタイト ＢＦ５５０型用 枚 統一 540

フリュームタイト ＢＦ６００型用 枚 統一 580

フリュームタイト ＢＦ６５０型用 枚 統一 630
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３－１２－３　　鉄筋コンクリート排水溝フリューム

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

排水溝　１５０×１５０型 １５０×１５０×１９９５mm 本 本土 2,510

排水溝　１５０×１５０型 １５０×１５０×１９９５mm 本 隠岐 3,100

排水溝　２００×２００型 ２００×２００×１９９５mm 本 本土 3,280

排水溝　２００×２００型 ２００×２００×１９９５mm 本 隠岐 4,130

排水溝　２５０×２５０型 ２５０×２５０×１９９５mm 本 本土 3,920

排水溝　２５０×２５０型 ２５０×２５０×１９９５mm 本 隠岐 4,950

排水溝　３００×３００型 ３００×３００×１９９５mm 本 本土 4,620

排水溝　３００×３００型 ３００×３００×１９９５mm 本 隠岐 5,850

排水溝　３５０×３５０型 ３５０×３５０×１９９５mm 本 本土 5,760

排水溝　３５０×３５０型 ３５０×３５０×１９９５mm 本 隠岐 7,250

排水溝　４００×４００型 ４００×４００×１９９５mm 本 本土 7,650

排水溝　４００×４００型 ４００×４００×１９９５mm 本 隠岐 9,600

排水溝　４５０×４５０型 ４５０×４５０×１９９５mm 本 本土 9,010

排水溝　４５０×４５０型 ４５０×４５０×１９９５mm 本 隠岐 11,200

排水溝　５００×５００型 ５００×５００×１９９５mm 本 本土 11,500

排水溝　５００×５００型 ５００×５００×１９９５mm 本 隠岐 14,400

排水溝　５００×６００型 ５００×６００×１９９５mm 本 本土 12,300

排水溝　５００×６００型 ５００×６００×１９９５mm 本 隠岐 15,400

排水溝　６００×６００型 ６００×６００×１９９５mm 本 本土 15,100

排水溝　６００×６００型 ６００×６００×１９９５mm 本 隠岐 18,900

排水溝　８００×８００型 ８００×８００×９９５mm 本 本土 13,900

排水溝　８００×８００型 ８００×８００×９９５mm 本 隠岐 17,300

排水溝　１０００×１０００型 １０００×１０００×９９５mm 本 本土 19,000

排水溝　１０００×１０００型 １０００×１０００×９９５mm 本 隠岐 23,700

排水路分水溝　２００×２００型 ２００×２００×１０００mm 本 本土 4,260

排水路分水溝　２００×２００型 ２００×２００×１０００mm 本 隠岐 4,770

排水路分水溝　２５０×２５０型 ２５０×２５０×１０００mm 本 本土 4,550

排水路分水溝　２５０×２５０型 ２５０×２５０×１０００mm 本 隠岐 5,150

排水路分水溝　３００×３００型 ３００×３００×１０００mm 本 本土 5,190
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３－１２－３　　鉄筋コンクリート排水溝フリューム

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

排水路分水溝　３００×３００型 ３００×３００×１０００mm 本 隠岐 5,880

排水路分水溝　３５０×３５０型 ３５０×３５０×１０００mm 本 本土 6,300

排水路分水溝　３５０×３５０型 ３５０×３５０×１０００mm 本 隠岐 7,100
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３－１２－４　　鋼板蓋

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ５×１１型用 枚 本土 19,800

群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ５×１１型用 枚 隠岐 20,000

群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ５×８型用 枚 本土 16,200

群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ５×８型用 枚 隠岐 16,300

群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ５×６型用 枚 本土 12,600

群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ５×６型用 枚 隠岐 12,700

群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ１２×１２型用 組 本土 63,700

群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ１２×１２型用 組 隠岐 64,600

群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ１０×１０型用 組 本土 39,200

群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ１０×１０型用 組 隠岐 39,700

群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ８×８型用 枚 本土 19,800

群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ８×８型用 枚 隠岐 20,000

群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ６×６型用 枚 本土 14,400

群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ６×６型用 枚 隠岐 14,500

群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ５×５型用 枚 本土 11,300

群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ５×５型用 枚 隠岐 11,300
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３－１２－５　　コルゲートパイプ

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コルゲートパイプ φ７００×１．６mm m 本土 12,000

コルゲートパイプ φ７００×１．６mm m 隠岐 12,200

コルゲートパイプ φ７００×２．０mm m 本土 14,100

コルゲートパイプ φ７００×２．０mm m 隠岐 14,400

コルゲートパイプ φ７００×２．７mm m 本土 17,100

コルゲートパイプ φ７００×２．７mm m 隠岐 17,500

コルゲートパッキング φ７００ m 統一 2,200
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３－１２－６　　グレーチング蓋

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×５型用 組 本土 8,060

群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×５型用 組 隠岐 8,160

群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ６×６型用 組 本土 9,960

群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ６×６型用 組 隠岐 10,000

群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ８×８型用 組 本土 19,600

群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ８×８型用 組 隠岐 19,800

群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ１０×１０型用 組 本土 26,200

群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ１０×１０型用 組 隠岐 26,500

群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ１２×１２型用 組 本土 38,600

群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ１２×１２型用 組 隠岐 39,100

群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×６型用 組 本土 9,240

群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×６型用 組 隠岐 9,360

群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×８型用 組 本土 12,700

群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×８型用 組 隠岐 12,800

群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×１１型用 組 本土 16,600

群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×１１型用 組 隠岐 16,800

１０ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×５型用 組 本土 －

１０ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×５型用 組 隠岐 －

１０ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ６×６型用 組 本土 －

１０ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ６×６型用 組 隠岐 －

１０ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ８×８型用 組 本土 －

１０ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ８×８型用 組 隠岐 －

１０ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ１０×１０型用 組 本土 －

１０ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ１０×１０型用 組 隠岐 －

１０ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ１２×１２型用 組 本土 －

１０ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ１２×１２型用 組 隠岐 －

１０ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×６型用 組 本土 －

１０ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×６型用 組 隠岐 －

１０ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×８型用 組 本土 －
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３－１２－６　　グレーチング蓋

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

１０ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×８型用 組 隠岐 －

１０ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×１１型用 組 本土 －

１０ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×１１型用 組 隠岐 －

１４ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×５型用 組 本土 11,900

１４ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×５型用 組 隠岐 12,100

１４ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ６×６型用 組 本土 16,700

１４ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ６×６型用 組 隠岐 17,000

１４ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ８×８型用 組 本土 32,900

１４ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ８×８型用 組 隠岐 33,800

１４ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ１０×１０型用 組 本土 52,900

１４ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ１０×１０型用 組 隠岐 54,300

１４ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ１２×１２型用 組 本土 100,000

１４ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ１２×１２型用 組 隠岐 101,000

１４ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×６型用 組 本土 14,500

１４ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×６型用 組 隠岐 14,700

１４ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×８型用 組 本土 24,300

１４ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×８型用 組 隠岐 24,600

１４ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×１１型用 組 本土 36,100

１４ｔ荷重用　グレーチング蓋 Ｗ５×１１型用 組 隠岐 36,600

グレーチング　Ｔ－６　　受枠付 幅９９５×長４００×高３８mm 組 本土 27-4

グレーチング　Ｔ－６　　受枠付 幅９９５×長４００×高３８mm 組 隠岐 *1

グレーチング　Ｔ－１４　受枠付 幅９９５×長４００×高４４mm 組 本土 27-4

グレーチング　Ｔ－１４　受枠付 幅９９５×長４００×高４４mm 組 隠岐 *1

グレーチング　Ｔ－２０　受枠付 幅９９５×長４００×高５０mm 組 本土 27-4

グレーチング　Ｔ－２０　受枠付 幅９９５×長４００×高５０mm 組 隠岐 *1

グレーチング　Ｔ－２５　受枠付 幅９９５×長４００×高５０mm 組 本土 27-4

グレーチング　Ｔ－２５　受枠付 幅９９５×長４００×高５０mm 組 隠岐 *1

グレーチング　Ｔ－２０　受枠付 幅９９５×長４５０×高５５mm 組 本土 27-4

グレーチング　Ｔ－２０　受枠付 幅９９５×長４５０×高５５mm 組 隠岐 *1

329



３－１２－６　　グレーチング蓋

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

グレーチング　Ｔ－１４嵩上ゴム付 ９９５×３９０×（４４＋５６） 枚 本土 27-4

グレーチング　Ｔ－１４嵩上ゴム付 ９９５×３９０×（４４＋５６） 枚 隠岐 *1

グレーチング　Ｔ－２０嵩上ゴム付 ９９５×３９０×（５０＋５０） 枚 本土 27-4

グレーチング　Ｔ－２０嵩上ゴム付 ９９５×３９０×（５０＋５０） 枚 隠岐 *1

グレーチング　Ｔ－１４　嵩上げ ９９５×３９０×（４４＋５６） 枚 本土 27-4

グレーチング　Ｔ－１４　嵩上げ ９９５×３９０×（４４＋５６） 枚 隠岐 *1

グレーチング　Ｔ－２０　嵩上げ ９９５×３９０×（５０＋５０） 枚 本土 27-4

グレーチング　Ｔ－２０　嵩上げ ９９５×３９０×（５０＋５０） 枚 隠岐 *1
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３－１２－７　　安定処理資材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン物 ｔ 本土 14,000

セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン物 ｔ 隠岐 21,000
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３－１２－８　　大型フリューム
ボルト含む、パット別途

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

大型フリューム　Ｈ５００×Ｂ３００ Ｌ＝２．０ｍ　３００～３７４ｋｇ 本 本土 12,000

大型フリューム　Ｈ５００×Ｂ３００ Ｌ＝２．０ｍ　３００～３７４ｋｇ 本 隠岐 14,200

大型フリューム　Ｈ５００×Ｂ４００ Ｌ＝２．０ｍ　３２４～４０５ｋｇ 本 本土 13,100

大型フリューム　Ｈ５００×Ｂ４００ Ｌ＝２．０ｍ　３２４～４０５ｋｇ 本 隠岐 15,500

大型フリューム　Ｈ５００×Ｂ５００ Ｌ＝２．０ｍ　３４８～４３６ｋｇ 本 本土 14,000

大型フリューム　Ｈ５００×Ｂ５００ Ｌ＝２．０ｍ　３４８～４３６ｋｇ 本 隠岐 16,600

大型フリューム　Ｈ５００×Ｂ６００ Ｌ＝２．０ｍ　３７２～４６６ｋｇ 本 本土 15,000

大型フリューム　Ｈ５００×Ｂ６００ Ｌ＝２．０ｍ　３７２～４６６ｋｇ 本 隠岐 17,700

大型フリューム　Ｈ５００×Ｂ７００ Ｌ＝２．０ｍ　３９６～４９７ｋｇ 本 本土 15,800

大型フリューム　Ｈ５００×Ｂ７００ Ｌ＝２．０ｍ　３９６～４９７ｋｇ 本 隠岐 18,700

大型フリューム　Ｈ５００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　４２０～５２７ｋｇ 本 本土 16,800

大型フリューム　Ｈ５００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　４２０～５２７ｋｇ 本 隠岐 19,900

大型フリューム　Ｈ５００×Ｂ９００ Ｌ＝２．０ｍ　４４４～５５８ｋｇ 本 本土 17,700

大型フリューム　Ｈ５００×Ｂ９００ Ｌ＝２．０ｍ　４４４～５５８ｋｇ 本 隠岐 21,000

大型フリューム　Ｈ５００×Ｂ１０００ Ｌ＝２．０ｍ　４６８～５８８ｋｇ 本 本土 18,500

大型フリューム　Ｈ５００×Ｂ１０００ Ｌ＝２．０ｍ　４６８～５８８ｋｇ 本 隠岐 22,000

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ４００ Ｌ＝２．０ｍ　４０６～４６２ｋｇ 本 本土 15,900

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ４００ Ｌ＝２．０ｍ　４０６～４６２ｋｇ 本 隠岐 18,900

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ５００ Ｌ＝２．０ｍ　４３７～４９３ｋｇ 本 本土 17,100

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ５００ Ｌ＝２．０ｍ　４３７～４９３ｋｇ 本 隠岐 20,300

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ６００ Ｌ＝２．０ｍ　４６８～５２４ｋｇ 本 本土 18,300

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ６００ Ｌ＝２．０ｍ　４６８～５２４ｋｇ 本 隠岐 21,800

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ７００ Ｌ＝２．０ｍ　４９９～５５４ｋｇ 本 本土 19,400

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ７００ Ｌ＝２．０ｍ　４９９～５５４ｋｇ 本 隠岐 23,100

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　５３０～５８５ｋｇ 本 本土 20,300

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　５３０～５８５ｋｇ 本 隠岐 24,200

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ９００ Ｌ＝２．０ｍ　５６１～６１５ｋｇ 本 本土 21,200

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ９００ Ｌ＝２．０ｍ　５６１～６１５ｋｇ 本 隠岐 25,400

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ１０００ Ｌ＝２．０ｍ　５９２～６４６ｋｇ 本 本土 22,200
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３－１２－８　　大型フリューム
ボルト含む、パット別途

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ１０００ Ｌ＝２．０ｍ　５９２～６４６ｋｇ 本 隠岐 26,600

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ１１００ Ｌ＝２．０ｍ　６２３～６７６ｋｇ 本 本土 23,000

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ１１００ Ｌ＝２．０ｍ　６２３～６７６ｋｇ 本 隠岐 27,600

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ１２００ Ｌ＝２．０ｍ　６５５～７０７ｋｇ 本 本土 23,700

大型フリューム　Ｈ６００×Ｂ１２００ Ｌ＝２．０ｍ　６５５～７０７ｋｇ 本 隠岐 28,600

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ４００ Ｌ＝２．０ｍ　４５５～５８６ｋｇ 本 本土 17,800

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ４００ Ｌ＝２．０ｍ　４５５～５８６ｋｇ 本 隠岐 21,200

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ５００ Ｌ＝２．０ｍ　４９１～６２１ｋｇ 本 本土 19,900

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ５００ Ｌ＝２．０ｍ　４９１～６２１ｋｇ 本 隠岐 23,500

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ６００ Ｌ＝２．０ｍ　５２７～６５６ｋｇ 本 本土 21,200

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ６００ Ｌ＝２．０ｍ　５２７～６５６ｋｇ 本 隠岐 25,100

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ７００ Ｌ＝２．０ｍ　５６３～６９２ｋｇ 本 本土 23,400

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ７００ Ｌ＝２．０ｍ　５６３～６９２ｋｇ 本 隠岐 27,600

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　５９９～７２７ｋｇ 本 本土 24,200

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　５９９～７２７ｋｇ 本 隠岐 28,600

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ９００ Ｌ＝２．０ｍ　６３５～７６２ｋｇ 本 本土 25,300

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ９００ Ｌ＝２．０ｍ　６３５～７６２ｋｇ 本 隠岐 30,000

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ１０００ Ｌ＝２．０ｍ　６７２～７９７ｋｇ 本 本土 26,400

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ１０００ Ｌ＝２．０ｍ　６７２～７９７ｋｇ 本 隠岐 31,400

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ１１００ Ｌ＝２．０ｍ　７０８～８３３ｋｇ 本 本土 27,400

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ１１００ Ｌ＝２．０ｍ　７０８～８３３ｋｇ 本 隠岐 32,700

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ１２００ Ｌ＝２．０ｍ　７４４～８６８ｋｇ 本 本土 28,300

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ１２００ Ｌ＝２．０ｍ　７４４～８６８ｋｇ 本 隠岐 33,800

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ１３００ Ｌ＝２．０ｍ　７８０～９０３ｋｇ 本 本土 29,000

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ１３００ Ｌ＝２．０ｍ　７８０～９０３ｋｇ 本 隠岐 34,800

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ１４００ Ｌ＝２．０ｍ　８１６～９３８ｋｇ 本 本土 30,400

大型フリューム　Ｈ７００×Ｂ１４００ Ｌ＝２．０ｍ　８１６～９３８ｋｇ 本 隠岐 36,500

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ５００ Ｌ＝２．０ｍ　６２５～７３１ｋｇ 本 本土 23,300

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ５００ Ｌ＝２．０ｍ　６２５～７３１ｋｇ 本 隠岐 27,900
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３－１２－８　　大型フリューム
ボルト含む、パット別途

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ６００ Ｌ＝２．０ｍ　６６１～７６９ｋｇ 本 本土 24,600

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ６００ Ｌ＝２．０ｍ　６６１～７６９ｋｇ 本 隠岐 29,500

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ７００ Ｌ＝２．０ｍ　６９７～８０６ｋｇ 本 本土 25,900

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ７００ Ｌ＝２．０ｍ　６９７～８０６ｋｇ 本 隠岐 31,100

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　７３３～８４４ｋｇ 本 本土 27,100

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　７３３～８４４ｋｇ 本 隠岐 32,500

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ９００ Ｌ＝２．０ｍ　７６９～８８２ｋｇ 本 本土 27,800

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ９００ Ｌ＝２．０ｍ　７６９～８８２ｋｇ 本 隠岐 33,500

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ１０００ Ｌ＝２．０ｍ　８０６～９１９ｋｇ 本 本土 28,800

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ１０００ Ｌ＝２．０ｍ　８０６～９１９ｋｇ 本 隠岐 34,800

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ１１００ Ｌ＝２．０ｍ　８４２～９５７ｋｇ 本 本土 29,600

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ１１００ Ｌ＝２．０ｍ　８４２～９５７ｋｇ 本 隠岐 35,900

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ１２００ Ｌ＝２．０ｍ　８７７～９９４ｋｇ 本 本土 30,300

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ１２００ Ｌ＝２．０ｍ　８７７～９９４ｋｇ 本 隠岐 36,800

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ１３００ Ｌ＝２．０ｍ　９１２～１０３２ｋｇ 本 本土 31,100

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ１３００ Ｌ＝２．０ｍ　９１２～１０３２ｋｇ 本 隠岐 37,900

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ１４００ Ｌ＝２．０ｍ　９４７～１０７０ｋｇ 本 本土 32,500

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ１４００ Ｌ＝２．０ｍ　９４７～１０７０ｋｇ 本 隠岐 39,600

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ１５００ Ｌ＝２．０ｍ　９８２～１１０７ｋｇ 本 本土 33,200

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ１５００ Ｌ＝２．０ｍ　９８２～１１０７ｋｇ 本 隠岐 40,500

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ１６００ Ｌ＝２．０ｍ　１０１７～１１４５ｋｇ 本 本土 34,200

大型フリューム　Ｈ８００×Ｂ１６００ Ｌ＝２．０ｍ　１０１７～１１４５ｋｇ 本 隠岐 41,800

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ５００ Ｌ＝２．０ｍ　８３２～９１０ｋｇ 本 本土 27,300

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ５００ Ｌ＝２．０ｍ　８３２～９１０ｋｇ 本 隠岐 33,500

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ６００ Ｌ＝２．０ｍ　８７８～９５４ｋｇ 本 本土 28,600

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ６００ Ｌ＝２．０ｍ　８７８～９５４ｋｇ 本 隠岐 35,100

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ７００ Ｌ＝２．０ｍ　８５３～９９９ｋｇ 本 本土 30,000

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ７００ Ｌ＝２．０ｍ　８５３～９９９ｋｇ 本 隠岐 36,900

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　８９７～１０４４ｋｇ 本 本土 31,400
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３－１２－８　　大型フリューム
ボルト含む、パット別途

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　８９７～１０４４ｋｇ 本 隠岐 38,600

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ９００ Ｌ＝２．０ｍ　９４１～１０８８ｋｇ 本 本土 32,200

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ９００ Ｌ＝２．０ｍ　９４１～１０８８ｋｇ 本 隠岐 39,800

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１０００ Ｌ＝２．０ｍ　９８５～１１３３ｋｇ 本 本土 33,600

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１０００ Ｌ＝２．０ｍ　９８５～１１３３ｋｇ 本 隠岐 41,500

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１１００ Ｌ＝２．０ｍ　１０３０～１１７７ｋｇ 本 本土 34,900

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１１００ Ｌ＝２．０ｍ　１０３０～１１７７ｋｇ 本 隠岐 43,200

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１２００ Ｌ＝２．０ｍ　１０７４～１２２２ｋｇ 本 本土 36,200

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１２００ Ｌ＝２．０ｍ　１０７４～１２２２ｋｇ 本 隠岐 44,800

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１３００ Ｌ＝２．０ｍ　１１１８～１２６７ｋｇ 本 本土 37,600

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１３００ Ｌ＝２．０ｍ　１１１８～１２６７ｋｇ 本 隠岐 46,500

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１４００ Ｌ＝２．０ｍ　１１６２～１３１１ｋｇ 本 本土 38,200

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１４００ Ｌ＝２．０ｍ　１１６２～１３１１ｋｇ 本 隠岐 47,500

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１５００ Ｌ＝２．０ｍ　１２０６～１３５６ｋｇ 本 本土 39,500

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１５００ Ｌ＝２．０ｍ　１２０６～１３５６ｋｇ 本 隠岐 49,100

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１６００ Ｌ＝２．０ｍ　１２５０～１４０１ｋｇ 本 本土 40,900

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１６００ Ｌ＝２．０ｍ　１２５０～１４０１ｋｇ 本 隠岐 50,900

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１７００ Ｌ＝２．０ｍ　１２９４～１４４５ｋｇ 本 本土 42,000

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１７００ Ｌ＝２．０ｍ　１２９４～１４４５ｋｇ 本 隠岐 52,300

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１８００ Ｌ＝２．０ｍ　１３３９～１４９０ｋｇ 本 本土 43,300

大型フリューム　Ｈ９００×Ｂ１８００ Ｌ＝２．０ｍ　１３３９～１４９０ｋｇ 本 隠岐 53,900

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ５００ Ｌ＝２．０ｍ　８６９～１０２５ｋｇ 本 本土 28,900

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ５００ Ｌ＝２．０ｍ　８６９～１０２５ｋｇ 本 隠岐 35,400

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ６００ Ｌ＝２．０ｍ　９１８～１０７４ｋｇ 本 本土 30,500

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ６００ Ｌ＝２．０ｍ　９１８～１０７４ｋｇ 本 隠岐 37,400

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ７００ Ｌ＝２．０ｍ　９６７～１１２３ｋｇ 本 本土 31,900

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ７００ Ｌ＝２．０ｍ　９６７～１１２３ｋｇ 本 隠岐 39,200

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　１０１６～１１７３ｋｇ 本 本土 33,800

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　１０１６～１１７３ｋｇ 本 隠岐 41,500
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大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ９００ Ｌ＝２．０ｍ　１０６５～１２２２ｋｇ 本 本土 35,300

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ９００ Ｌ＝２．０ｍ　１０６５～１２２２ｋｇ 本 隠岐 43,300

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１０００ Ｌ＝２．０ｍ　１１１３～１２７１ｋｇ 本 本土 37,000

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１０００ Ｌ＝２．０ｍ　１１１３～１２７１ｋｇ 本 隠岐 45,400

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１１００ Ｌ＝２．０ｍ　１１６２～１３２１ｋｇ 本 本土 38,000

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１１００ Ｌ＝２．０ｍ　１１６２～１３２１ｋｇ 本 隠岐 46,800

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１２００ Ｌ＝２．０ｍ　１２１１～１３７０ｋｇ 本 本土 39,500

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１２００ Ｌ＝２．０ｍ　１２１１～１３７０ｋｇ 本 隠岐 48,700

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１３００ Ｌ＝２．０ｍ　１２６０～１４１９ｋｇ 本 本土 40,300

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１３００ Ｌ＝２．０ｍ　１２６０～１４１９ｋｇ 本 隠岐 49,800

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１４００ Ｌ＝２．０ｍ　１３０９～１４６９ｋｇ 本 本土 41,300

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１４００ Ｌ＝２．０ｍ　１３０９～１４６９ｋｇ 本 隠岐 51,200

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１５００ Ｌ＝２．０ｍ　１３５８～１５１８ｋｇ 本 本土 43,300

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１５００ Ｌ＝２．０ｍ　１３５８～１５１８ｋｇ 本 隠岐 53,600

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１６００ Ｌ＝２．０ｍ　１４０６～１５６７ｋｇ 本 本土 44,100

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１６００ Ｌ＝２．０ｍ　１４０６～１５６７ｋｇ 本 隠岐 54,800

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１７００ Ｌ＝２．０ｍ　１４５５～１６１７ｋｇ 本 本土 45,100

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１７００ Ｌ＝２．０ｍ　１４５５～１６１７ｋｇ 本 隠岐 56,200

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１８００ Ｌ＝２．０ｍ　１５０４～１６６６ｋｇ 本 本土 46,400

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１８００ Ｌ＝２．０ｍ　１５０４～１６６６ｋｇ 本 隠岐 57,800

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１９００ Ｌ＝２．０ｍ　１５５３～１７１５ｋｇ 本 本土 48,400

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ１９００ Ｌ＝２．０ｍ　１５５３～１７１５ｋｇ 本 隠岐 60,200

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ２０００ Ｌ＝２．０ｍ　１６０２～１７６５ｋｇ 本 本土 49,800

大型フリューム　Ｈ１０００×Ｂ２０００ Ｌ＝２．０ｍ　１６０２～１７６５ｋｇ 本 隠岐 62,000

大型フリューム　Ｈ１１００×Ｂ６００ Ｌ＝２．０ｍ　１０２８～１１８７ｋｇ 本 本土 33,400

大型フリューム　Ｈ１１００×Ｂ６００ Ｌ＝２．０ｍ　１０２８～１１８７ｋｇ 本 隠岐 41,100

大型フリューム　Ｈ１１００×Ｂ１１００ Ｌ＝２．０ｍ　１２６４～１４４６ｋｇ 本 本土 41,600

大型フリューム　Ｈ１１００×Ｂ１１００ Ｌ＝２．０ｍ　１２６４～１４４６ｋｇ 本 隠岐 51,200

大型フリューム　Ｈ１１００×Ｂ２２００ Ｌ＝２．０ｍ　１８７４～２０１４ｋｇ 本 本土 58,900
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大型フリューム　Ｈ１１００×Ｂ２２００ Ｌ＝２．０ｍ　１８７４～２０１４ｋｇ 本 隠岐 72,900

大型フリューム　Ｈ１２００×Ｂ７００ Ｌ＝２．０ｍ　１１７４～１３３０ｋｇ 本 本土 38,000

大型フリューム　Ｈ１２００×Ｂ７００ Ｌ＝２．０ｍ　１１７４～１３３０ｋｇ 本 隠岐 46,900

大型フリューム　Ｈ１２００×Ｂ１２００ Ｌ＝２．０ｍ　１４３１～１５８８ｋｇ 本 本土 47,100

大型フリューム　Ｈ１２００×Ｂ１２００ Ｌ＝２．０ｍ　１４３１～１５８８ｋｇ 本 隠岐 58,000

大型フリューム　Ｈ１２００×Ｂ２４００ Ｌ＝２．０ｍ　２０８９～２２０９ｋｇ 本 本土 67,300

大型フリューム　Ｈ１２００×Ｂ２４００ Ｌ＝２．０ｍ　２０８９～２２０９ｋｇ 本 隠岐 82,900

大型フリューム　Ｈ１３００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　１３６９～１５４７ｋｇ 本 本土 47,800

大型フリューム　Ｈ１３００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　１３６９～１５４７ｋｇ 本 隠岐 59,100

大型フリューム　Ｈ１３００×Ｂ１３００ Ｌ＝２．０ｍ　１６４９～１８４１ｋｇ 本 本土 57,800

大型フリューム　Ｈ１３００×Ｂ１３００ Ｌ＝２．０ｍ　１６４９～１８４１ｋｇ 本 隠岐 71,200

大型フリューム　Ｈ１３００×Ｂ２６００ Ｌ＝２．０ｍ　２５４８～２６０５ｋｇ 本 本土 83,600

大型フリューム　Ｈ１３００×Ｂ２６００ Ｌ＝２．０ｍ　２５４８～２６０５ｋｇ 本 隠岐 102,000

大型フリューム　Ｈ１４００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　１５５２ｋｇ 本 本土 55,100

大型フリューム　Ｈ１４００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　１５５２ｋｇ 本 隠岐 66,700

大型フリューム　Ｈ１４００×Ｂ１４００ Ｌ＝２．０ｍ　１９１６～１９５５ｋｇ 本 本土 66,900

大型フリューム　Ｈ１４００×Ｂ１４００ Ｌ＝２．０ｍ　１９１６～１９５５ｋｇ 本 隠岐 82,300

大型フリューム　Ｈ１４００×Ｂ２８００ Ｌ＝２．０ｍ　２７７８～２９３７ｋｇ 本 本土 93,300

大型フリューム　Ｈ１４００×Ｂ２８００ Ｌ＝２．０ｍ　２７７８～２９３７ｋｇ 本 隠岐 115,000

大型フリューム　Ｈ１５００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　１７０９ｋｇ 本 本土 63,900

大型フリューム　Ｈ１５００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　１７０９ｋｇ 本 隠岐 76,700

大型フリューム　Ｈ１５００×Ｂ１５００ Ｌ＝２．０ｍ　２１６６～２３４１ｋｇ 本 本土 79,100

大型フリューム　Ｈ１５００×Ｂ１５００ Ｌ＝２．０ｍ　２１６６～２３４１ｋｇ 本 隠岐 96,000

大型フリューム　Ｈ１５００×Ｂ３０００ Ｌ＝２．０ｍ　３２６９～３３２８ｋｇ 本 本土 109,000

大型フリューム　Ｈ１５００×Ｂ３０００ Ｌ＝２．０ｍ　３２６９～３３２８ｋｇ 本 隠岐 133,000

大型フリューム　Ｈ１６００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　２０５７ｋｇ 本 本土 70,200

大型フリューム　Ｈ１６００×Ｂ８００ Ｌ＝２．０ｍ　２０５７ｋｇ 本 隠岐 85,600

大型フリューム　Ｈ１６００×Ｂ１６００ Ｌ＝２．０ｍ　２５２２～２６３６ｋｇ 本 本土 90,100

大型フリューム　Ｈ１６００×Ｂ１６００ Ｌ＝２．０ｍ　２５２２～２６３６ｋｇ 本 隠岐 109,000
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大型フリューム　Ｈ１６００×Ｂ３０００ Ｌ＝２．０ｍ　３４６３ｋｇ 本 本土 118,000

大型フリューム　Ｈ１６００×Ｂ３０００ Ｌ＝２．０ｍ　３４６３ｋｇ 本 隠岐 143,000
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フランジ型外ねじ仕切弁 鋳鉄５K　φ５０Ａ 個 統一 9,470

フランジ型外ねじ仕切弁 鋳鉄５K　φ８０Ａ 個 統一 13,300

フランジ型外ねじ仕切弁 鋳鉄５K　φ１００Ａ 個 統一 18,500

フランジ型外ねじ仕切弁 鋳鉄５K　φ１２５Ａ 個 統一 27,600

フランジ型外ねじ仕切弁 鋳鉄５K　φ１５０Ａ 個 統一 35,700

フランジ型外ねじ仕切弁 鋳鉄５K　φ２００Ａ 個 統一 60,600

フランジ型外ねじ仕切弁 鋳鉄５K　φ２５０Ａ 個 統一 98,400

急排空気弁　ＦＣ製　７．５Ｋ型 φ１５０（ボール弁付） 基 統一 297,000

仕切弁ボックス 鉄蓋付　２４型 個 統一 19,900

仕切弁ボックス ２５Ｂ１０型 個 統一 2,200

仕切弁ボックス ２５Ｂ２０型 個 統一 2,970

仕切弁ボックス ２５Ｂ３０型 個 統一 3,510

仕切弁ボックス ２５Ｃ３０型 個 統一 4,200

制水弁室用ボックス スラブ　６０型　（２枚１組） 個 統一 3,690

制水弁室用ボックス スラブ　８０型　（２枚１組） 個 統一 5,820

空気弁室用ボックス 鉄蓋付　２９×３９型 個 統一 32,600

空気弁室用ボックス 鉄蓋付　３５×４５型 個 統一 57,400

空気弁室用ボックス Ｂ１２．５型 個 統一 3,810

空気弁室用ボックス Ｂ２０型 個 統一 4,690

空気弁室用ボックス Ｃ型 個 統一 6,200
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ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

ＲＲ管 ４ｍ　一般用 75 本 - - - - - - - - -

ＲＲ管 ４ｍ　一般用 350 本 - - - 38,400 - - - - -

ＲＲ管 ４ｍ　一般用 400 本 - - - 51,000 - - - - -

ＲＲ管 ４ｍ　一般用 450 本 - - - 65,000 - - - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 50×50 個 - - - - - 13,900 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 75×50 個 - - - - - 14,200 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 75×75 個 - - - - - 15,000 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 100×50 個 - - - - - 15,400 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 100×75 個 - - - - - 17,200 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 100×100 個 - - - - - 18,200 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 125×75 個 - - - - - 19,900 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 125×100 個 - - - - - 21,000 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 125×125 個 - - - - - 22,300 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 150×50 個 - - - - - 22,100 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 150×75 個 - - - - - 22,600 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 150×100 個 - - - - - 24,000 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 150×125 個 - - - - - 25,500 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 150×150 個 - - - - - 27,200 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 200×50 個 - - - - - 23,300 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 200×75 個 - - - - - 23,900 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 200×100 個 - - - - - 26,000 - - -

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)
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ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)

ＲＲ継手 Ｔ字管 200×125 個 - - - - - 28,400 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 200×150 個 - - - - - 31,400 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 200×200 個 - - - - - 34,400 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 250×75 個 - - - - - 29,500 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 250×100 個 - - - - - 31,800 40,100 - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 250×125 個 - - - - - 34,600 41,300 - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 250×150 個 - - - - - 37,700 43,600 - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 250×200 個 - - - - - 40,900 49,000 - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 250×250 個 - - - - - 45,500 54,900 - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 300×75 個 - - - - - 38,200 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 300×100 個 - - - - - 40,900 54,100 - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 300×125 個 - - - - - 43,900 55,700 - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 300×150 個 - - - - - 47,400 58,000 - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 300×200 個 - - - - - 54,100 65,900 - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 300×250 個 - - - - - 60,300 72,500 - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 300×300 個 - - - - - 66,100 78,700 - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 350×75 個 - - - - - 41,500 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 350×100 個 - - - - - 44,100 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 350×125 個 - - - - - 47,300 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 350×150 個 - - - - - 50,600 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 350×200 個 - - - - - 59,300 - - -
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３－１２－９　パイプライン関係資材

ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)

ＲＲ継手 Ｔ字管 350×250 個 - - - - - 65,000 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 350×300 個 - - - - - 73,000 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 350×350 個 - - - - - 79,600 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 400×75 個 - - - - - 51,300 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 400×100 個 - - - - - 54,400 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 400×125 個 - - - - - 58,400 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 400×150 個 - - - - - 62,100 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 400×200 個 - - - - - 66,400 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 400×250 個 - - - - - 72,200 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 400×300 個 - - - - - 80,300 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 400×350 個 - - - - - 87,300 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管 400×400 個 - - - - - 93,700 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 200×125×75 個 - - - - - 25,200 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 200×125×100 個 - - - - - 27,400 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 200×125×125 個 - - - - - 29,900 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 200×125×150 個 - - - - - 33,100 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 200×125×200 個 - - - - - 38,200 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 200×150×75 個 - - - - - 25,200 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 200×150×100 個 - - - - - 27,400 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 200×150×125 個 - - - - - 29,900 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 200×150×150 個 - - - - - 33,100 - - -
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３－１２－９　パイプライン関係資材

ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 200×150×200 個 - - - - - 38,200 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 250×150×75 個 - - - - - 31,000 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 250×150×100 個 - - - - - 33,500 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 250×150×125 個 - - - - - 36,400 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 250×150×150 個 - - - - - 39,700 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 250×150×200 個 - - - - - 45,400 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 250×150×250 個 - - - - - 50,500 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 250×200×75 個 - - - - - 31,000 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 250×200×100 個 - - - - - 33,500 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 250×200×125 個 - - - - - 36,400 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 250×200×150 個 - - - - - 39,700 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 250×200×200 個 - - - - - 45,400 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 250×200×250 個 - - - - - 50,500 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 300×200×75 個 - - - - - 40,100 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 300×200×100 個 - - - - - 43,100 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 300×200×125 個 - - - - - 46,300 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 300×200×150 個 - - - - - 49,900 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 300×200×200 個 - - - - - 56,800 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 300×200×250 個 - - - - - 62,600 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 300×200×300 個 - - - - - 70,900 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 300×250×75 個 - - - - - 42,000 - - -
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３－１２－９　パイプライン関係資材

ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 300×250×100 個 - - - - - 44,500 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 300×250×125 個 - - - - - 46,300 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 300×250×150 個 - - - - - 49,900 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 300×250×200 個 - - - - - 56,800 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 300×250×250 個 - - - - - 63,500 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 300×250×300 個 - - - - - 70,900 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 350×250×75 個 - - - - - 50,700 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 350×250×100 個 - - - - - 53,900 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 350×250×125 個 - - - - - 57,800 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 350×250×150 個 - - - - - 61,900 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 350×250×200 個 - - - - - 67,300 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 350×250×250 個 - - - - - 76,700 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 350×250×300 個 - - - - - 84,800 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 350×250×350 個 - - - - - 92,400 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 350×300×75 個 - - - - - 50,700 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 350×300×100 個 - - - - - 53,900 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 350×300×125 個 - - - - - 57,800 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 350×300×150 個 - - - - - 61,900 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 350×300×200 個 - - - - - 70,100 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 350×300×250 個 - - - - - 76,700 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 350×300×300 個 - - - - - 85,700 - - -
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３－１２－９　パイプライン関係資材

ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 350×300×350 個 - - - - - 93,600 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×300×75 個 - - - - - 54,400 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×300×100 個 - - - - - 57,700 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×300×125 個 - - - - - 61,900 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×300×150 個 - - - - - 65,800 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×300×200 個 - - - - - 74,500 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×300×250 個 - - - - - 81,100 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×300×300 個 - - - - - 90,200 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×300×350 個 - - - - - 98,000 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×300×400 個 - - - - - 105,000 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×350×75 個 - - - - - 54,400 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×350×100 個 - - - - - 57,700 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×350×125 個 - - - - - 61,900 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×350×150 個 - - - - - 65,800 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×350×200 個 - - - - - 74,500 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×350×250 個 - - - - - 81,100 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×350×300 個 - - - - - 90,200 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×350×350 個 - - - - - 98,000 - - -

ＲＲ継手 Ｔ字管（段落） 400×350×400 個 - - - - - 105,000 - - -

ＲＲ継手 十字管 125×75 個 - - - - - 23,000 - - -

ＲＲ継手 十字管 200×75 個 - - - - - 26,500 - - -
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３－１２－９　パイプライン関係資材

ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)

ＲＲ継手 十字管 200×100 個 - - - - - 29,800 - - -

ＲＲ継手 十字管 200×125 個 - - - - - 33,400 - - -

ＲＲ継手 十字管 200×150 個 - - - - - 39,800 - - -

ＲＲ継手 十字管 200×200 個 - - - - - 42,800 - - -

ＲＲ継手 十字管 250×75 個 - - - - - 32,300 - - -

ＲＲ継手 十字管 250×100 個 - - - - - 35,800 - - -

ＲＲ継手 十字管 250×125 個 - - - - - 39,800 - - -

ＲＲ継手 十字管 250×150 個 - - - - - 44,800 - - -

ＲＲ継手 十字管 250×200 個 - - - - - 49,300 - - -

ＲＲ継手 十字管 250×250 個 - - - - - 56,000 - - -

ＲＲ継手 十字管 300×75 個 - - - - - 41,200 - - -

ＲＲ継手 十字管 300×100 個 - - - - - 44,800 - - -

ＲＲ継手 十字管 300×125 個 - - - - - 49,500 - - -

ＲＲ継手 十字管 300×150 個 - - - - - 54,700 - - -

ＲＲ継手 十字管 300×200 個 - - - - - 63,700 - - -

ＲＲ継手 十字管 300×250 個 - - - - - 72,700 - - -

ＲＲ継手 十字管 300×300 個 - - - - - 81,800 - - -

ＲＲ継手 十字管 350×75 個 - - - - - 44,500 - - -

ＲＲ継手 十字管 350×100 個 - - - - - 48,100 - - -

ＲＲ継手 十字管 350×125 個 - - - - - 51,900 - - -

ＲＲ継手 十字管 350×150 個 - - - - - 57,500 - - -
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３－１２－９　パイプライン関係資材

ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)

ＲＲ継手 十字管 350×200 個 - - - - - 62,400 - - -

ＲＲ継手 十字管 350×250 個 - - - - - 68,800 - - -

ＲＲ継手 十字管 350×300 個 - - - - - 78,700 - - -

ＲＲ継手 十字管 350×350 個 - - - - - 87,400 - - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 75×75 個 - - - - - 26,900 - - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 100×75 個 - - - - - 27,800 - - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 125×75 個 - - - - - 30,100 - - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 125×100 個 - - - - - 36,400 - - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 150×75 個 - - - - - 32,200 - - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 150×100 個 - - - - - 36,100 - - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 200×75 個 - - - - - 35,700 - - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 200×100 個 - - - - - 39,500 - - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 250×75 個 - - - - - 41,200 42,900 - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 250×100 個 - - - - - 44,400 45,200 - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 300×75 個 - - - - - 51,600 56,700 - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 300×100 個 - - - - - 55,200 58,900 - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 350×75 個 - - - - - 58,400 - - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 350×100 個 - - - - - 62,000 - - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 400×75 個 - - - - - 65,400 - - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 400×100 個 - - - - - 69,200 - - -

ＲＲ継手 フランジ付Ｔ字管 400×150 個 - - - - - 71,900 - - -
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３－１２－９　パイプライン関係資材

ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)

ＲＲ継手 片落管 75×50 個 - - - - - 17,100 - - -

ＲＲ継手 片落管 100×75 個 - - - - - 18,200 - - -

ＲＲ継手 片落管 150×100 個 - - - - - 19,100 - - -

ＲＲ継手 片落管 150×125 個 - - - - - 19,600 - - -

ＲＲ継手 片落管 200×100 個 - - - - - 19,800 - - -

ＲＲ継手 片落管 200×125 個 - - - - - 20,500 - - -

ＲＲ継手 片落管 200×150 個 - - - - - 22,800 - - -

ＲＲ継手 片落管 250×100 個 - - - - - 24,700 - - -

ＲＲ継手 片落管 250×125 個 - - - - - 25,100 - - -

ＲＲ継手 片落管 250×150 個 - - - - - 27,500 - - -

ＲＲ継手 片落管 250×200 個 - - - - - 31,500 30,500 - -

ＲＲ継手 片落管 300×100 個 - - - - - 39,300 - - -

ＲＲ継手 片落管 300×125 個 - - - - - 39,400 - - -

ＲＲ継手 片落管 300×150 個 - - - - - 40,100 - - -

ＲＲ継手 片落管 300×200 個 - - - - - 45,700 - - -

ＲＲ継手 片落管 300×250 個 - - - - - 49,900 45,200 - -

ＲＲ継手 片落管 350×250 個 - - - - - 51,300 - - -

ＲＲ継手 片落管 350×300 個 - - - - - 56,600 - - -

ＲＲ継手 片落管 400×300 個 - - - - - 55,600 - - -

ＲＲ継手 片落管 400×350 個 - - - - - 60,100 - - -

ＲＲ継手 ９０゜ベント 50 個 - - - - - 29,300 - - -
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３－１２－９　パイプライン関係資材

ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)

ＲＲ継手 ９０゜ベント 75 個 - - - - - 29,900 - - -

ＲＲ継手 ９０゜ベント 100 個 - - - - - 30,600 - - -

ＲＲ継手 ９０゜ベント 125 個 - - - - - 31,200 - - -

ＲＲ継手 ９０゜ベント 150 個 - - - - - 32,500 - - -

ＲＲ継手 ９０゜ベント 200 個 - - - - - 38,300 - - -

ＲＲ継手 ９０゜ベント 250 個 - - - - - 51,400 50,100 - -

ＲＲ継手 ９０゜ベント 300 個 - - - - - 78,200 67,900 - -

ＲＲ継手 ９０゜ベント 350 個 - - - - - 88,800 - - -

ＲＲ継手 ４５゜ベント 50 個 - - - - - 24,200 - - -

ＲＲ継手 ４５゜ベント 75 個 - - - - - 24,800 - - -

ＲＲ継手 ４５゜ベント 100 個 - - - - - 25,300 - - -

ＲＲ継手 ４５゜ベント 125 個 - - - - - 25,900 - - -

ＲＲ継手 ４５゜ベント 150 個 - - - - - 26,400 - - -

ＲＲ継手 ４５゜ベント 200 個 - - - - - 28,100 - - -

ＲＲ継手 ４５゜ベント 250 個 - - - - - 36,700 41,300 - -

ＲＲ継手 ４５゜ベント 300 個 - - - - - 51,200 57,600 - -

ＲＲ継手 ４５゜ベント 350 個 - - - - - 61,900 - - -

ＲＲ継手 ４５゜ベント 400 個 - - - - - 73,400 - - -

ＲＲ継手 ２２゜１／２ベント 50 個 - - - - - 18,100 - - -

ＲＲ継手 ２２゜１／２ベント 75 個 - - - - - 18,700 - - -

ＲＲ継手 ２２゜１／２ベント 100 個 - - - - - 19,100 - - -
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３－１２－９　パイプライン関係資材

ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)

ＲＲ継手 ２２゜１／２ベント 125 個 - - - - - 19,500 - - -

ＲＲ継手 ２２゜１／２ベント 150 個 - - - - - 19,900 - - -

ＲＲ継手 ２２゜１／２ベント 200 個 - - - - - 21,800 - - -

ＲＲ継手 ２２゜１／２ベント 250 個 - - - - - 28,000 38,300 - -

ＲＲ継手 ２２゜１／２ベント 300 個 - - - - - 37,600 53,000 - -

ＲＲ継手 ２２゜１／２ベント 350 個 - - - - - 46,000 - - -

ＲＲ継手 ２２゜１／２ベント 400 個 - - - - - 53,700 - - -

ＲＲ継手 １１゜１／４ベント 50 個 - - - - - 18,000 - - -

ＲＲ継手 １１゜１／４ベント 75 個 - - - - - 18,600 - - -

ＲＲ継手 １１゜１／４ベント 100 個 - - - - - 19,000 - - -

ＲＲ継手 １１゜１／４ベント 125 個 - - - - - 19,400 - - -

ＲＲ継手 １１゜１／４ベント 150 個 - - - - - 19,800 - - -

ＲＲ継手 １１゜１／４ベント 200 個 - - - - - 21,800 - - -

ＲＲ継手 １１゜１／４ベント 250 個 - - - - - 28,000 37,300 - -

ＲＲ継手 １１゜１／４ベント 300 個 - - - - - 37,600 52,800 - -

ＲＲ継手 １１゜１／４ベント 350 個 - - - - - 46,000 - - -

ＲＲ継手 ５゜５／８ベント 50 個 - - - - - 15,800 - - -

ＲＲ継手 ５゜５／８ベント 75 個 - - - - - 16,300 - - -

ＲＲ継手 ５゜５／８ベント 100 個 - - - - - 16,700 - - -

ＲＲ継手 ５゜５／８ベント 125 個 - - - - - 17,000 - - -

ＲＲ継手 ５゜５／８ベント 150 個 - - - - - 19,000 - - -

350



３－１２－９　パイプライン関係資材

ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)

ＲＲ継手 ５゜５／８ベント 200 個 - - - - - 21,800 28,100 - -

ＲＲ継手 ５゜５／８ベント 250 個 - - - - - 28,000 46,200 - -

ＲＲ継手 ５゜５／８ベント 300 個 - - - - - 37,600 - - -

ＲＲ継手 ５゜５／８ベント 350 個 - - - - - 41,800 - - -

ＴＳ継手 ソケット 200 個 - - - - 27-4 - - - - 建設物価P673

ＴＳ継手 ソケット 250 個 - - - - 27-4 - - - - 建設物価P673

ＴＳ継手 ソケット 300 個 - - - - 27-4 - - - - 建設物価P673

ＴＳ継手 ソケット 350 個 - - - - 27-4 - - - - 建設物価P673

ＴＳ継手 ソケット 400 個 - - - - 27-4 - - - - 建設物価P673

ＴＳ継手 ９０゜ベント 200 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ９０゜ベント 250 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ９０゜ベント 300 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ９０゜ベント 350 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ９０゜ベント 400 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ９０゜ベント 450 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ４５゜ベント 200 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ４５゜ベント 250 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ４５゜ベント 300 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ４５゜ベント 350 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ４５゜ベント 400 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ４５゜ベント 450 個 - - - - - - - - -
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３－１２－９　パイプライン関係資材

ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)

ＴＳ継手 ２２゜１／２ベント 200 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ２２゜１／２ベント 250 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ２２゜１／２ベント 300 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ２２゜１／２ベント 350 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ２２゜１／２ベント 400 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ２２゜１／２ベント 450 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 １１゜１／４ベント 200 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 １１゜１／４ベント 250 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 １１゜１／４ベント 300 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 １１゜１／４ベント 350 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 １１゜１／４ベント 400 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 １１゜１／４ベント 450 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ５゜５／８ベント 200 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ５゜５／８ベント 250 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ５゜５／８ベント 300 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ５゜５／８ベント 350 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ５゜５／８ベント 400 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 ５゜５／８ベント 450 個 - - - - - - - - -

ＴＳ継手 径違いソケット 200×150 個 - - - - 27-4 - - - - 建設物価P673

ＴＳ継手 径違いソケット 250×200 個 - - - - 27-4 - - - - 建設物価P673

ＴＳ継手 径違いソケット 300×250 個 - - - - 27-4 - - - - 建設物価P673
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３－１２－９　パイプライン関係資材

ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)

ＴＳ継手 Ｔ字管 50×50 個 - - - - 27-4 - - - - 建設物価P671

ＴＳ継手 Ｔ字管 75×75 個 - - - - 27-4 - - - - 建設物価P671

ＴＳ継手 Ｔ字管 100×100 個 - - - - 27-4 - - - - 建設物価P671

ＴＳ継手 Ｔ字管 125×125 個 - - - - 27-4 - - - - 建設物価P671

ＴＳ継手 Ｔ字管 150×150 個 - - - - 27-4 - - - - 建設物価P671

ＭＦジョイント 押輪付フランジ（鋳鉄製） 75 個 - - - - - - 8,750 - -

ＭＦジョイント 押輪付フランジ（鋳鉄製） 100 個 - - - - - - 10,700 - -

ＭＦジョイント 押輪付フランジ（鋳鉄製） 125 個 - - - - - - 14,800 - -

ＭＦジョイント 押輪付フランジ（鋳鉄製） 150 個 - - - - - - 15,100 - -

ＭＦジョイント 押輪付フランジ（鋳鉄製） 200 個 - - - - - - 20,800 - -

ＭＦジョイント 押輪付フランジ（鋳鉄製） 250 個 - - - - - - 28,300 - -

ＭＦジョイント 押輪付フランジ（鋳鉄製） 300 個 - - - - - - 34,000 - -

ドレッサ形ジョイント 75 個 - 3,360 - - - - 3,920 - -

ドレッサ形ジョイント 100 個 - 4,480 - - - - 6,050 - -

ドレッサ形ジョイント 125 個 - 5,860 - - - - 7,840 - -

ドレッサ形ジョイント 150 個 - 8,650 - - - - 9,660 - -

ドレッサ形ジョイント 200 個 - 11,900 - - - - 17,200 - -

ドレッサ形ジョイント 250 個 - 23,900 - - - - 30,300 - -

ドレッサ形ジョイント 300 個 - 29,900 - - - - 34,200 - -

ドレッサ形ジョイント 350 個 - 39,700 - - - - - - -

ＴＳフランジ ＪＩＳ ５Ｋフランジ形 50 個 - 725 - - - - - 323 -
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３－１２－９　パイプライン関係資材

ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)

ＴＳフランジ ＪＩＳ ５Ｋフランジ形 75 個 - 1,110 - - - - - 568 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ ５Ｋフランジ形 100 個 - 1,580 - - - - - 695 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ ５Ｋフランジ形 125 個 - 2,080 - - - - - 891 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ ５Ｋフランジ形 150 個 - 3,010 - - - - - 1,240 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ ５Ｋフランジ形 200 個 - 4,180 - - - - - 1,740 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ ５Ｋフランジ形 250 個 - 5,670 - - - - - 2,630 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ ５Ｋフランジ形 300 個 - - - - - - - 2,900 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ ５Ｋフランジ形 350 個 - - - - - - - 4,380 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ ５Ｋフランジ形 400 個 - - - - - - - 5,330 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ １０Ｋフランジ形 50 個 - 800 - - - - - 539 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ １０Ｋフランジ形 75 個 - 1,240 - - - - - 705 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ １０Ｋフランジ形 100 個 - 1,760 - - - - - 833 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ １０Ｋフランジ形 125 個 - 2,150 - - - - - 1,280 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ １０Ｋフランジ形 150 個 - 3,460 - - - - - 1,740 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ １０Ｋフランジ形 200 個 - 4,610 - - - - - 2,040 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ １０Ｋフランジ形 250 個 - 6,410 - - - - - 3,290 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ １０Ｋフランジ形 300 個 - 7,930 - - - - - 3,560 -

ＴＳフランジ ＪＩＳ １０Ｋフランジ形 350 個 - - - - - - - 4,920 -

ＴＳフランジ 水道フランジ形 50 個 - 1,030 - - - - - - -

ＴＳフランジ 水道フランジ形 75 個 - 1,790 - - - - - - -

ＴＳフランジ 水道フランジ形 100 個 - 2,380 - - - - - - -
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ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)

ＴＳフランジ 水道フランジ形 125 個 - 3,090 - - - - - - -

ＴＳフランジ 水道フランジ形 150 個 - 5,080 - - - - - - -

ＴＳフランジ 水道フランジ形 200 個 - 6,320 - - - - - - -

ＴＳフランジ 水道フランジ形 250 個 - 8,810 - - - - - - -

ＴＳフランジ 水道フランジ形 300 個 - 10,800 - - - - - - -

樹脂製仕切弁 ゲート式　７．５Ｋ形（標準型） 50 個 - - - - - - - - 16,200

樹脂製仕切弁 ゲート式　７．５Ｋ形（標準型） 75 個 - - - - - - - - 24,400

樹脂製仕切弁 ゲート式　７．５Ｋ形（標準型） 100 個 - - - - - - - - 36,700

樹脂製仕切弁 ゲート式　７．５Ｋ形（標準型） 125 個 - - - - - - - - 51,200

樹脂製仕切弁 ゲート式　７．５Ｋ形（標準型） 150 個 - - - - - - - - 66,800

樹脂製仕切弁 ゲート式　７．５Ｋ形（標準型） 200 個 - - - - - - - - 93,200

樹脂製仕切弁 ゲート式　７．５Ｋ形（標準型） 250 個 - - - - - - - - 139,000

樹脂製仕切弁 ゲート式　７．５Ｋ形（標準型） 300 個 - - - - - - - - 183,000

樹脂製仕切弁 ゲート式　７．５Ｋ形（標準型） 350 個 - - - - - - - - 269,000

樹脂製仕切弁 ゲート式　７．５Ｋ形（ｿﾌﾄｼｰﾙ型） 50 個 - - - - - - - - 20,500

樹脂製仕切弁 ゲート式　７．５Ｋ形（ｿﾌﾄｼｰﾙ型） 75 個 - - - - - - - - 28,600

樹脂製仕切弁 ゲート式　７．５Ｋ形（ｿﾌﾄｼｰﾙ型） 100 個 - - - - - - - - 38,000

樹脂製仕切弁 ゲート式　７．５Ｋ形（ｿﾌﾄｼｰﾙ型） 125 個 - - - - - - - - 55,000

樹脂製仕切弁 ゲート式　７．５Ｋ形（ｿﾌﾄｼｰﾙ型） 150 個 - - - - - - - - 68,400

樹脂製仕切弁 ゲート式　７．５Ｋ形（ｿﾌﾄｼｰﾙ型） 200 個 - - - - - - - - 102,000

鋳鉄製急速空気弁 ７．５Ｋ形　単口  フランジ付 13 個 - - - - - - - - -
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ＶＰ ＶＵ ＶＭ その他

塩ﾋﾞ製 ＦＲＰ
(VU仕様)

鋳鉄
注
釈

鋼鈑 共通品名 規格1 規格2（呼び径） 単位
参考質量

(㎏)

鋳鉄製急速空気弁 ７．５Ｋ形　単口  フランジ付 20 個 - - - - - - - - -

鋳鉄製急速空気弁 ７．５Ｋ形　単口  フランジ付 25 個 - - - - - - - - -

鋳鉄製急速空気弁 ７．５Ｋ形　双口  フランジ付 75 個 - - - - - - - - 80,900

鋳鉄製急速空気弁 ７．５Ｋ形　双口  フランジ付 100 個 - - - - - - - - 98,700

鋳鉄製急速空気弁 ７．５Ｋ形　双口  フランジ付 150 個 - - - - - - - - 161,000

フランジ接合材 ＳＵＳ３０４ 50 式 - - - - - - - - 3,540

フランジ接合材 ＳＵＳ３０４ 75 式 - - - - - - - - 3,610

フランジ接合材 ＳＵＳ３０４ 100 式 - - - - - - - - 3,750

フランジ接合材 ＳＵＳ３０４ 125 式 - - - - - - - - 5,150

フランジ接合材 ＳＵＳ３０４ 150 式 - - - - - - - - 5,700

フランジ接合材 ＳＵＳ３０４ 200 式 - - - - - - - - 7,510

フランジ接合材 ＳＵＳ３０４ 250 式 - - - - - - - - 11,200

フランジ接合材 ＳＵＳ３０４ 300 式 - - - - - - - - 15,500

フランジ接合材 ＳＵＳ３０４ 350 式 - - - - - - - - 20,100

仕切弁操作用ハンドル 1 個 - - - - - - - - 7,540

仕切弁操作用ハンドル 1.5 個 - - - - - - - - 7,540

仕切弁操作用ハンドル 2 個 - - - - - - - - 13,300

仕切弁操作用ハンドル 2.5 個 - - - - - - - - 13,300

給水栓バルブ 50 個 - - - - - - - - 5,820

給水栓バルブ 75 個 - - - - - - - - 7,590

給水栓バルブ 100 個 - - - - - - - - 9,270
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参考質量

(㎏)

給水栓ハンドル 長 47㎝ 個 - - - - - - - - 562

給水栓ハンドル 短 15㎝ 個 - - - - - - - - 487

回転式バルブ ４５゜本体回転式 50 個 - - - - - - - - 13,800

仕切弁ボックス 鉄蓋付　Ｄ２０型 φ400×200 個 38 - - - - - - - 17,300

仕切弁ボックス ２５Ｂ１２．５型 φ400×125 個 20 - - - - - - - 2,520

仕切弁ボックス ２５Ｂ　１５型 φ400×150 個 22.5 - - - - - - - 2,720

仕切弁ボックス ２５Ｂ　４０型 φ400×400 個 47 - - - - - - - 4,210

仕切弁ボックス ２５Ｃ　１０型 φ480×100 個 22 - - - - - - - 2,880

仕切弁ボックス ２５Ｃ　１５型 φ480×150 個 27.5 - - - - - - - 3,270

仕切弁ボックス ２５Ｃ　２０型 φ480×200 個 33 - - - - - - - 3,490

制水弁室用ボックス 鉄蓋付　３２型 個 59 - - - - - - - 28,300

制水弁室用ボックス ３２Ｂ　１０型 個 22.5 - - - - - - - 2,750

制水弁室用ボックス ３２Ｂ　１２．５型 個 28 - - - - - - - 3,070

制水弁室用ボックス ３２Ｂ　２０型 個 38 - - - - - - - 3,510

制水弁室用ボックス ３２Ｂ　３０型 個 50 - - - - - - - 4,680

制水弁室用ボックス ３２Ｃ型 個 63 - - - - - - - 6,490

制水弁室用ボックス ４５Ｃ型 個 98 - - - - - - - 10,500

制水弁室用ボックス スラブ　　５０型（２枚１組） 組 28 - - - - - - - 2,750

制水弁室用ボックス スラブ　　９０型（２枚１組） 組 86 - - - - - - - 6,590

制水弁室用ボックス スラブ　　１００型（２枚１組） 組 132 - - - - - - - 9,560

制水弁室用ボックス スラブ　　１２０型（２枚１組） 組 210 - - - - - - - 14,900
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制水弁室用ボックス スラブ　　１４０型（２枚１組） 組 400 - - - - - - - 30,400

空気弁室用ボックス 単口　Ｂ１０型 500×600×100 個 29.5 - - - - - - - 3,020

空気弁室用ボックス 単口　Ｂ１５型 500×600×150 個 43 - - - - - - - 4,030

空気弁室用ボックス 単口　Ｂ３０型 500×600×300 個 74 - - - - - - - 6,710

ＤＶ継手 キャップ 50 個 - - - - - - - - 59

ＤＶ継手 キャップ 65 個 - - - - - - - - 133

ＤＶ継手 キャップ 75 個 - - - - - - - - 173

ＤＶ継手 キャップ 100 個 - - - - - - - - 292

ＤＶ継手 キャップ 125 個 - - - - - - - - 425

ＤＶ継手 キャップ 150 個 - - - - - - - - 647
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３－１２－１０　　管類

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＰ　　φ５０mm　L=5.00m　水道用 本 本土 2,360

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＰ　　φ５０mm　L=5.00m　水道用 本 隠岐 2,570

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＰ　　φ７５mm　L=5.00m　水道用 本 本土 4,640

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＰ　　φ７５mm　L=5.00m　水道用 本 隠岐 5,050

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＰ　φ１００mm　L=5.00m　水道用 本 本土 6,940

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＰ　φ１００mm　L=5.00m　水道用 本 隠岐 7,550

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＰ　φ１２５mm　L=5.00m　水道用 本 本土 9,130

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＰ　φ１２５mm　L=5.00m　水道用 本 隠岐 9,950

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＰ　φ１５０mm　L=5.00m　水道用 本 本土 13,300

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＰ　φ１５０mm　L=5.00m　水道用 本 隠岐 14,500

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＰ　φ２００mm　L=5.00m　一般用 本 本土 16,600

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＰ　φ２００mm　L=5.00m　一般用 本 隠岐 18,300

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＰ　φ２５０mm　L=5.00m　一般用 本 本土 25,400

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＰ　φ２５０mm　L=5.00m　一般用 本 隠岐 28,000

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＰ　φ３００mm　L=5.00m　一般用 本 本土 36,400

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＰ　φ３００mm　L=5.00m　一般用 本 隠岐 40,100

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ１００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 2,340

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ１００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 2,550

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ１２５mm　L=4.00m　一般用 本 本土 3,880

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ１２５mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 4,230

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ１５０mm　L=4.00m　一般用 本 本土 5,610

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ１５０mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 6,120

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ２００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 9,250

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ２００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 10,000

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ２５０mm　L=4.00m　一般用 本 本土 13,700

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ２５０mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 14,900

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ３００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 19,100

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ３００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 20,800

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ３５０mm　L=4.00m　一般用 本 本土 26,100
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硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ３５０mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 28,500

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ４００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 34,500

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ４００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 37,700

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ４５０mm　L=4.00m　一般用 本 本土 43,900

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ４５０mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 47,900

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ５００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 55,700

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ５００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 60,800

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ６００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 85,600

硬質塩化ビニルＲＲスリーブ直管 ＶＵ　φ６００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 93,400

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　　φ５０mm　L=4.00m　一般用 本 本土 1,500

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　　φ５０mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 1,710

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　　φ６５mm　L=4.00m　一般用 本 本土 1,810

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　　φ６５mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 2,070

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　　φ７５mm　L=4.00m　一般用 本 本土 2,760

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　　φ７５mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 3,160

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　φ１００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 4,100

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　φ１００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 4,690

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　φ１２５mm　L=4.00m　一般用 本 本土 5,290

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　φ１２５mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 6,060

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　φ１５０mm　L=4.00m　一般用 本 本土 7,990

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　φ１５０mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 9,150

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　φ２００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 12,100

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　φ２００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 13,900

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　φ２５０mm　L=4.00m　一般用 本 本土 19,100

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　φ２５０mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 21,800

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　φ３００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 27,400

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＰ　φ３００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 31,300

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　　φ５０mm　L=4.00m　一般用 本 本土 665

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　　φ５０mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 768
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硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　　φ６５mm　L=4.00m　一般用 本 本土 1,030

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　　φ６５mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 1,170

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　　φ７５mm　L=4.00m　一般用 本 本土 1,360

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　　φ７５mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 1,560

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ１００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 2,040

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ１００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 2,360

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ１２５mm　L=4.00m　一般用 本 本土 3,320

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ１２５mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 3,830

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ１５０mm　L=4.00m　一般用 本 本土 4,810

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ１５０mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 5,550

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ２００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 8,060

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ２００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 9,300

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ２５０mm　L=4.00m　一般用 本 本土 12,200

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ２５０mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 14,100

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ３００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 17,300

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ３００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 20,000

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ３５０mm　L=4.00m　一般用 本 本土 23,700

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ３５０mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 27,300

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ４００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 31,700

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ４００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 36,600

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ４５０mm　L=4.00m　一般用 本 本土 40,500

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ４５０mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 46,800

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ５００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 51,500

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ５００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 59,400

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ６００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 79,500

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＵ　φ６００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 91,700

硬質塩ビ管　　（両差し口）直管 ＶＭ　φ３５０mm　L=4.00m　一般用 本 本土 32,000

硬質塩ビ管　　（両差し口）直管 ＶＭ　φ３５０mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 35,100

硬質塩ビ管　　（両差し口）直管 ＶＭ　φ４００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 41,100
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硬質塩ビ管　　（両差し口）直管 ＶＭ　φ４００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 45,100

硬質塩ビ管　　（両差し口）直管 ＶＭ　φ４５０mm　L=4.00m　一般用 本 本土 51,600

硬質塩ビ管　　（両差し口）直管 ＶＭ　φ４５０mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 56,600

硬質塩ビ管　　（両差し口）直管 ＶＭ　φ５００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 63,000

硬質塩ビ管　　（両差し口）直管 ＶＭ　φ５００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 69,100

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＭ　φ３５０mm　L=4.00m　一般用 本 本土 35,800

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＭ　φ３５０mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 39,200

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＭ　φ４００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 46,500

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＭ　φ４００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 50,900

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＭ　φ４５０mm　L=4.00m　一般用 本 本土 59,100

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＭ　φ４５０mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 64,700

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＭ　φ５００mm　L=4.00m　一般用 本 本土 73,000

硬質塩ビ管（ＴＳ片スリーブ） ＶＭ　φ５００mm　L=4.00m　一般用 本 隠岐 79,900

暗渠排水用陶管 φ６０mm×６００mm 本 本土 330

暗渠排水用陶管 φ６０mm×６００mm 本 隠岐 354

ダクタイル鋳鉄管 Ｔ形　５種　φ３００mm　L＝６．００ｍ 本 統一 71,400

ダクタイル鋳鉄管 Ｋ形　３種　φ２００mm　L＝５．００ｍ 本 統一 49,100

ダクタイル鋳鉄異形管 Ｋ．T形　φ１５０～２５０ Ⅰ類　普通塗装 ｔ 統一 520,000

ダクタイル鋳鉄管用接合部品 Ｋ形押輪ボルト・ゴム輪　φ２００ 組 統一 4,010

コルゲート吸水管（塩ビ製） ＬＰ６５　φ６０mm　長５０ｍ m 統一 310
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ネットフェンス　支柱間隔 ０ｍ Ａ－Ⅰ型　Ｈ＝１．０ｍビニル被覆 m 統一 3,110

ネットフェンス　支柱間隔 ０ｍ Ａ－Ⅱ型　Ｈ＝１．２ｍビニル被覆 m 統一 3,630

ネットフェンス　支柱間隔 ０ｍ Ａ－Ⅲ型　Ｈ＝１．５ｍビニル被覆 m 統一 4,490

ネットフェンス　支柱間隔 ０ｍ Ａ－Ⅳ型　Ｈ＝１．５ｍビニル被覆 m 統一 5,070

ネットフェンス　支柱間隔 ０ｍ Ｂ－Ⅰ型　Ｈ＝１．２ｍビニル被覆 m 統一 3,720

ネットフェンス　支柱間隔 ０ｍ Ｂ－Ⅱ型　Ｈ＝１．５ｍビニル被覆 m 統一 4,290

ネットフェンス　支柱間隔 ０ｍ Ｂ－Ⅲ型　Ｈ＝１．５ｍビニル被覆 m 統一 4,700

アンカーブロック（小） １８０×１８０×４５０mm 個 本土 680

アンカーブロック（小） １８０×１８０×４５０mm 個 隠岐 880

ネットフェンス扉　ネット式片開 高１．０ｍ幅１．０ｍメッキ着色塗装 組 統一 23,500

ネットフェンス扉　ネット式片開 高１．２ｍ幅１．０ｍメッキ着色塗装 組 統一 24,900

ネットフェンス扉　ネット式片開 高１．５ｍ幅１．０ｍメッキ着色塗装 組 統一 29,300

ネットフェンス扉　ネット式両開 高１．０ｍ幅２．０ｍメッキ着色塗装 組 統一 46,500

ネットフェンス扉　ネット式両開 高１．２ｍ幅２．０ｍメッキ着色塗装 組 統一 48,500

ネットフェンス扉　ネット式両開 高１．５ｍ幅２．０ｍメッキ着色塗装 組 統一 54,700

ネットフェンス扉　ネット式片開 高１．０ｍ幅１．０ｍビニル被覆製 組 統一 23,500

ネットフェンス扉　ネット式片開 高１．２ｍ幅１．０ｍビニル被覆製 組 統一 24,900

ネットフェンス扉　ネット式片開 高１．５ｍ幅１．０ｍビニル被覆製 組 統一 29,300

ネットフェンス扉　ネット式両開 高１．０ｍ幅２．０ｍビニル被覆製 組 統一 46,500

ネットフェンス扉　ネット式両開 高１．２ｍ幅２．０ｍビニル被覆製 組 統一 48,500

ネットフェンス扉　ネット式両開 高１．５ｍ幅２．０ｍビニル被覆製 組 統一 54,700

ネットフェンス扉　格子式　片開 高１．０ｍ幅１．０ｍ 組 統一 50,100

ネットフェンス扉　格子式　片開 高１．２ｍ幅１．０ｍ 組 統一 52,900

ネットフェンス扉　格子式　片開 高１．５ｍ幅１．０ｍ 組 統一 58,600

ネットフェンス扉　格子式　両開 高１．０ｍ幅２．０ｍ 組 統一 81,800

ネットフェンス扉　格子式　両開 高１．２ｍ幅２．０ｍ 組 統一 87,100

ネットフェンス扉　格子式　両開 高１．５ｍ幅２．０ｍ 組 統一 96,000

ネットフェンス扉　ネット式片開 高１．０ｍ幅１．０ｍ　亜鉛メッキ製 組 統一 23,500

ネットフェンス扉　ネット式片開 高１．２ｍ幅１．０ｍ　亜鉛メッキ製 組 統一 24,900
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ネットフェンス扉　ネット式片開 高１．５ｍ幅１．０ｍ　亜鉛メッキ製 組 統一 29,300

ネットフェンス扉　ネット式両開 高１．０ｍ幅２．０ｍ　亜鉛メッキ製 組 統一 46,500

ネットフェンス扉　ネット式両開 高１．２ｍ幅２．０ｍ　亜鉛メッキ製 組 統一 48,500

ネットフェンス扉　ネット式両開 高１．５ｍ幅２．０ｍ　亜鉛メッキ製 組 統一 54,700

ネットフェンス　支柱間隔１．８ｍ Ａ－Ⅰ型　Ｈ＝１．０ｍビニル被膜 m 統一 3,210

ネットフェンス　支柱間隔１．８ｍ Ａ－Ⅱ型　Ｈ＝１．２ｍビニル被膜 m 統一 3,740

ネットフェンス　支柱間隔１．８ｍ Ａ－Ⅲ型　Ｈ＝１．５ｍビニル被膜 m 統一 4,660

ネットフェンス　支柱間隔１．８ｍ Ａ－Ⅳ型　Ｈ＝１．５ｍビニル被膜 m 統一 5,310

ネットフェンス　支柱間隔１．８ｍ Ｂ－Ⅰ型　Ｈ＝１．２ｍビニル被膜 m 統一 3,850

ネットフェンス　支柱間隔１．８ｍ Ｂ－Ⅱ型　Ｈ＝１．５ｍビニル被膜 m 統一 4,440

ネットフェンス　支柱間隔１．８ｍ Ｂ－Ⅲ型　Ｈ＝１．５ｍビニル被膜 m 統一 4,880

ネットフェンス　支柱間隔１．５ｍ Ａ－Ⅰ型　Ｈ＝１．０ｍビニル被膜 m 統一 3,330

ネットフェンス　支柱間隔１．５ｍ Ａ－Ⅱ型　Ｈ＝１．２ｍビニル被膜 m 統一 3,950

ネットフェンス　支柱間隔１．５ｍ Ａ－Ⅲ型　Ｈ＝１．５ｍビニル被膜 m 統一 4,990

ネットフェンス　支柱間隔１．５ｍ Ａ－Ⅳ型　Ｈ＝１．５ｍビニル被膜 m 統一 5,720

ネットフェンス　支柱間隔１．５ｍ Ｂ－Ⅰ型　Ｈ＝１．２ｍビニル被膜 m 統一 4,060

ネットフェンス　支柱間隔１．５ｍ Ｂ－Ⅱ型　Ｈ＝１．５ｍビニル被膜 m 統一 4,710

ネットフェンス　支柱間隔１．５ｍ Ｂ－Ⅲ型　Ｈ＝１．５ｍビニル被膜 m 統一 5,210

ネットフェンス　支柱間隔１．２ｍ Ａ－Ⅰ型　Ｈ＝１．０ｍビニル被膜 m 統一 3,560

ネットフェンス　支柱間隔１．２ｍ Ａ－Ⅱ型　Ｈ＝１．２ｍビニル被膜 m 統一 4,280

ネットフェンス　支柱間隔１．２ｍ Ａ－Ⅲ型　Ｈ＝１．５ｍビニル被膜 m 統一 5,490

ネットフェンス　支柱間隔１．２ｍ Ａ－Ⅳ型　Ｈ＝１．５ｍビニル被膜 m 統一 6,380

ネットフェンス　支柱間隔１．２ｍ Ｂ－Ⅰ型　Ｈ＝１．２ｍビニル被膜 m 統一 4,420

ネットフェンス　支柱間隔１．２ｍ Ｂ－Ⅱ型　Ｈ＝１．５ｍビニル被膜 m 統一 5,150

ネットフェンス　支柱間隔１．２ｍ Ｂ－Ⅲ型　Ｈ＝１．５ｍビニル被膜 m 統一 5,740

ネットフェンス　支柱間隔２．０ｍ Ａ－Ⅰ型　Ｈ＝１．０ｍ亜鉛メッキ m 統一 3,460

ネットフェンス　支柱間隔２．０ｍ Ａ－Ⅱ型　Ｈ＝１．２ｍ亜鉛メッキ m 統一 4,050

ネットフェンス　支柱間隔２．０ｍ Ａ－Ⅲ型　Ｈ＝１．５ｍ亜鉛メッキ m 統一 5,020

ネットフェンス　支柱間隔２．０ｍ Ａ－Ⅳ型　Ｈ＝１．５ｍ亜鉛メッキ m 統一 5,690
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３－１２－１１　　フェンス類

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ネットフェンス　支柱間隔２．０ｍ Ｂ－Ⅰ型　Ｈ＝１．２ｍ亜鉛メッキ m 統一 4,130

ネットフェンス　支柱間隔２．０ｍ Ｂ－Ⅱ型　Ｈ＝１．５ｍ亜鉛メッキ m 統一 4,830

ネットフェンス　支柱間隔２．０ｍ Ｂ－Ⅲ型　Ｈ＝１．５ｍ亜鉛メッキ m 統一 5,310

ネットフェンス　支柱間隔１．８ｍ Ａ－Ⅰ型　Ｈ＝１．０ｍ亜鉛メッキ m 統一 3,540

ネットフェンス　支柱間隔１．８ｍ Ａ－Ⅱ型　Ｈ＝１．２ｍ亜鉛メッキ m 統一 4,160

ネットフェンス　支柱間隔１．８ｍ Ａ－Ⅲ型　Ｈ＝１．５ｍ亜鉛メッキ m 統一 5,200

ネットフェンス　支柱間隔１．８ｍ Ａ－Ⅳ型　Ｈ＝１．５ｍ亜鉛メッキ m 統一 5,900

ネットフェンス　支柱間隔１．８ｍ Ｂ－Ⅰ型　Ｈ＝１．２ｍ亜鉛メッキ m 統一 4,260

ネットフェンス　支柱間隔１．８ｍ Ｂ－Ⅱ型　Ｈ＝１．５ｍ亜鉛メッキ m 統一 4,980

ネットフェンス　支柱間隔１．８ｍ Ｂ－Ⅲ型　Ｈ＝１．５ｍ亜鉛メッキ m 統一 5,500

ネットフェンス　支柱間隔２．０ｍ Ａ－Ⅰ　Ｈ１．０ｍメッキ着色塗装 m 統一 3,570

ネットフェンス　支柱間隔２．０ｍ Ａ－Ⅱ　Ｈ１．２ｍメッキ着色塗装 m 統一 4,150

ネットフェンス　支柱間隔２．０ｍ Ａ－Ⅲ　Ｈ１．５ｍメッキ着色塗装 m 統一 5,150

ネットフェンス　支柱間隔２．０ｍ Ａ－Ⅳ　Ｈ１．５ｍメッキ着色塗装 m 統一 5,780

ネットフェンス　支柱間隔２．０ｍ Ｂ－Ⅰ　Ｈ１．２ｍメッキ着色塗装 m 統一 4,230

ネットフェンス　支柱間隔２．０ｍ Ｂ－Ⅱ　Ｈ１．５ｍメッキ着色塗装 m 統一 4,950

ネットフェンス　支柱間隔２．０ｍ Ｂ－Ⅲ　Ｈ１．５ｍメッキ着色塗装 m 統一 5,400
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３－１２－１２　　鋼材及び金物

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

六角ボルト（軸組工法用） 径Ｍ１２　長１５０mm 本 統一 32

六角ボルト（軸組工法用） 径Ｍ１２　長２４０mm 本 統一 46

六角ボルト（軸組工法用） 径Ｍ１２　長３００mm 本 統一 56

六角ボルト（軸組工法用） 径Ｍ１２　長４５０mm 本 統一 92

角座金　　（軸組工法用） 径Ｍ１２　４．５×４０mm 枚 統一 9

かすがい かすがい　9.0×120 本 統一 27-4
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３－１２－１３　　目地・止水板・吸出防止材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

目地板 厚２０mm；瀝青質 m2 統一 3,360

目地板（エラスチックフィラー） Ａ種　厚１０mm m2 統一 990

目地板（エラスチックフィラー） Ａ種　厚２０mm m2 統一 2,340

目地板（エラスチックフィラー） Ｃ種　厚１０mm m2 統一 2,160

目地板（エラスチックフィラー） Ｃ種　厚２０mm m2 統一 4,320
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３－１２－１４　　その他諸資材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

合成樹脂網　ポリエチレン製 荒目（３０mm程度）ネトロンＺ－１ m2 統一 27-4

合成樹脂網　ポリエチレン製 細目（２．５mm程度）ネトロンＺ－２８ m2 統一 27-4

合成樹脂網 ポリエチレン製　ネトロンＢＳ m2 統一 880

落水口 幅４００×深６００×奥２００mm 個 本土 2,360

落水口 幅４００×深６００×奥２００mm 個 隠岐 2,740

水平水閘 ５０mm用 個 統一 6,600

水平水閘 ６５mm用 個 統一 6,600

水平水閘 ７５mm用 個 統一 7,200

水平水閘 １００mm用 個 統一 13,800

簡易水閘 ネジ式　鎖付　６５mm用 個 統一 980

陶管用ＶＵ継手 ６０×７５mm 個 統一 660

取付式分水栓 塩化ビニルパイプ　φ１００用 個 統一 1,710

取付式分水栓 塩化ビニルパイプ　φ１５０用 個 統一 3,890

368



３－１３－１　　鉄鋼金属

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

亜鉛メッキ鉄線 ＃１２～＃１８ kg 本土 212

亜鉛メッキ鉄線 ＃１２～＃１８ kg 隠岐 219

亜鉛メッキ鉄線 ＃１０ kg 本土 27-4

亜鉛メッキ鉄線 ＃１０ kg 隠岐 *1

土砂用アンカー（端部） φ１１４．３×１，３５０mm 本 本土 27-4

土砂用アンカー（端部） φ１１４．３×１，３５０mm 本 隠岐 *1

土砂用アンカー（交点部） φ１１４．３×１，３５０mm 本 本土 20,600

土砂用アンカー（交点部） φ１１４．３×１，３５０mm 本 隠岐 20,800

土砂用アンカー（端部） φ１１４．３×１，６３０mm 本 本土 14,000

土砂用アンカー（端部） φ１１４．３×１，６３０mm 本 隠岐 14,100

土砂用アンカー（交点部） φ１１４．３×１，６３０mm 本 本土 18,100

土砂用アンカー（交点部） φ１１４．３×１，６３０mm 本 隠岐 18,200

土砂用アンカー（端部） 羽根付ｱﾝｶｰφ114.3×4.5×1630 本 本土 23,400

土砂用アンカー（端部） 羽根付ｱﾝｶｰφ114.3×4.5×1630 本 隠岐 23,600

岩用アンカー（端部） Ｄ２２×１，０００mm 本 本土 4,080

岩用アンカー（端部） Ｄ２２×１，０００mm 本 隠岐 4,120

岩用アンカー（交点部） Ｄ２２×１，０００mm 本 本土 3,910

岩用アンカー（交点部） Ｄ２２×１，０００mm 本 隠岐 3,940

岩用アンカー（端部） Ｄ22(M20)×1,500 本 本土 5,860

岩用アンカー（端部） Ｄ22(M20)×1,500 本 隠岐 5,920

岩用アンカー（交点部） Ｄ22(M20)×1,500 本 本土 5,690

岩用アンカー（交点部） Ｄ22(M20)×1,500 本 隠岐 5,740

主ロープ ３×７mm　Ｇ／Ｏ　φ１２ m 本土 220

主ロープ ３×７mm　Ｇ／Ｏ　φ１２ m 隠岐 223

補助ロープ ３×７mm　Ｇ／Ｏ　φ１２ m 本土 220

補助ロープ ３×７mm　Ｇ／Ｏ　φ１２ m 隠岐 223

巻付グリップ 亜鉛メッキ　φ１２×９７５mm 本 本土 1,380

巻付グリップ 亜鉛メッキ　φ１２×９７５mm 本 隠岐 1,380

巻付グリップ 亜鉛メッキ　φ１２×８００mm 本 本土 1,210
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３－１３－１　　鉄鋼金属

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

巻付グリップ 亜鉛メッキ　φ１２×８００mm 本 隠岐 1,210

クロスクリップ 亜鉛メッキ　３ｔ×６０×６０mm 個 本土 480

クロスクリップ 亜鉛メッキ　３ｔ×６０×６０mm 個 隠岐 481

十字アンカークリップ 亜鉛メッキ　５０×９５mm 個 本土 27-4

十字アンカークリップ 亜鉛メッキ　５０×９５mm 個 隠岐 *1

十字クリップ 亜鉛メッキ　φ１２×５０×９５mm 個 本土 27-4

十字クリップ 亜鉛メッキ　φ１２×５０×９５mm 個 隠岐 *1

Ｖクリップ 3.2t×92 個 本土 580

Ｖクリップ 3.2t×92 個 隠岐 581

Ｖクリップ 4.0t×109 個 本土 640

Ｖクリップ 4.0t×109 個 隠岐 642

ターンバックル φ22用 個 本土 2,480

ターンバックル φ22用 個 隠岐 2,490

ターンバックル φ25用 個 本土 3,620

ターンバックル φ25用 個 隠岐 3,640

ターンバックル取付金具 大 個 本土 1,770

ターンバックル取付金具 大 個 隠岐 1,780

ターンバックル取付金具 小 個 本土 1,130

ターンバックル取付金具 小 個 隠岐 1,130

鋼製枠 塗装品 ｔ 本土 27-4

鋼製枠 塗装品 ｔ 隠岐 *1

鋼製堰堤 スクリーン型 ｔ 本土 27-4

鋼製堰堤 スクリーン型 ｔ 隠岐 *1

鋼製落石防止壁 山腹ラムダ型　塗装１回塗り ｔ 本土 27-4

鋼製落石防止壁 山腹ラムダ型　塗装１回塗り ｔ 隠岐 *1

鋼製落石防止壁 山腹ラムダ型　亜鉛メッキ仕上げ ｔ 本土 27-4

鋼製落石防止壁 山腹ラムダ型　亜鉛メッキ仕上げ ｔ 隠岐 *1

鋼製落石防止壁 ラムダ型　亜鉛メッキ仕上げ ｔ 本土 27-4

鋼製落石防止壁 ラムダ型　亜鉛メッキ仕上げ ｔ 隠岐 *1
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３－１３－１　　鉄鋼金属

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鋼製落石防止壁 ラムダ型　塗装１回塗り ｔ 本土 27-4

鋼製落石防止壁 ラムダ型　塗装１回塗り ｔ 隠岐 *1

なだれ防止柵　ＮＢ型 亜鉛メッキ ｔ 本土 27-4

なだれ防止柵　ＮＢ型 亜鉛メッキ ｔ 隠岐 *1

なだれ防止柵　ＮＢ型 塗装 ｔ 本土 27-4

なだれ防止柵　ＮＢ型 塗装 ｔ 隠岐 *1
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３－１３－２　　その他資材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

チェーンオイル 植物性チェーンオイル Ｌ 統一 564

抵抗性アカマツ　（２年生） 苗長２０cm以上　根元径６．０mm 本 本土 70

抵抗性アカマツ　（２年生） 苗長２０cm以上　根元径６．０mm 本 隠岐 77 本土生産（離島運搬込）

抵抗性クロマツ　（２年生） 苗長２０cm以上　根元径６．０mm 本 本土 70

抵抗性クロマツ　（２年生） 苗長２０cm以上　根元径６．０mm 本 隠岐 77 本土生産（離島運搬込）

杉　（挿木２年生） 苗長３５～６５cm根元径６．５mm 本 本土 104

杉　（挿木２年生） 苗長３５～６５cm根元径６．５mm 本 隠岐 111 本土生産（離島運搬込）

杉　（実生２年生） 苗長３５～６０cm根元径６．０mm 本 本土 93

杉　（実生２年生） 苗長３５～６０cm根元径６．０mm 本 隠岐 100 本土生産（離島運搬込）

ヒノキ　（２年生） 苗長３５～６０cm根元径５．０mm 本 本土 94

ヒノキ　（２年生） 苗長３５～６０cm根元径５．０mm 本 隠岐 104 本土生産（離島運搬込）

ヤマモモ 苗長１２～３０cm 本 本土 520

ヤマモモ 苗長１２～３０cm 本 隠岐 630 本土生産（離島運搬込）

ヤマモモ 苗長１００cm 本 本土 860

ヤマモモ 苗長１００cm 本 隠岐 1,050 本土生産（離島運搬込）

アオキ 苗長　３０cm以上 本 本土 700

アオキ 苗長　３０cm以上 本 隠岐 730 本土生産（離島運搬込）

アキグミ 苗長４５～５０cm 本 本土 400

アキグミ 苗長４５～５０cm 本 隠岐 430 本土生産（離島運搬込）

クヌギ（１年生） 苗長４０cm以上　根元径６．０mm 本 本土 62

クヌギ（１年生） 苗長４０cm以上　根元径６．０mm 本 隠岐 72 本土生産（離島運搬込）

クヌギ（２年生） 苗長５０cm以上　根元径７．０mm 本 本土 79

クヌギ（２年生） 苗長５０cm以上　根元径７．０mm 本 隠岐 89 本土生産（離島運搬込）

ニセアカシア 苗長　３０cm以上 本 本土 100

ニセアカシア 苗長　３０cm以上 本 隠岐 105 本土生産（離島運搬込）

イタチハギ 苗長　３０cm以上 本 本土 100

イタチハギ 苗長　３０cm以上 本 隠岐 105 本土生産（離島運搬込）

ヤシャブシ 苗長　３０cm以上 本 本土 120

ヤシャブシ 苗長　３０cm以上 本 隠岐 125 本土生産（離島運搬込）
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ヤマハンノキ 苗長　３０cm以上 本 本土 120

ヤマハンノキ 苗長　３０cm以上 本 隠岐 125 本土生産（離島運搬込）

杉　　（挿木３年生） 苗長６６～９０cm根元径９．５mm 本 本土 －

杉　　（挿木３年生） 苗長６６～９０cm根元径９．５mm 本 隠岐 －

ケヤキ 苗長６０～１００cm 本 本土 150

ケヤキ 苗長６０～１００cm 本 隠岐 155 本土生産（離島運搬込）

ケヤキ 苗長１００cm以上 本 本土 200

ケヤキ 苗長１００cm以上 本 隠岐 205 本土生産（離島運搬込）

コナラ 苗長６０～１００cm 本 本土 140

コナラ 苗長６０～１００cm 本 隠岐 145 本土生産（離島運搬込）

山栗 苗長６０～１００cm 本 本土 180

山栗 苗長６０～１００cm 本 隠岐 185 本土生産（離島運搬込）

山桜 苗長６０～１００cm 本 本土 132

山桜 苗長６０～１００cm 本 隠岐 155 本土生産（離島運搬込）

山桜 苗長１００cm以上 本 本土 200

山桜 苗長１００cm以上 本 隠岐 205 本土生産（離島運搬込）

エンジュ 苗長６０～１００cm 本 本土 190

エンジュ 苗長６０～１００cm 本 隠岐 195 本土生産（離島運搬込）

キハダ 苗長６０～１００cm 本 本土 200

キハダ 苗長６０～１００cm 本 隠岐 205 本土生産（離島運搬込）

キハダ 苗長１００cm以上 本 本土 250

キハダ 苗長１００cm以上 本 隠岐 255 本土生産（離島運搬込）

肥料 ２０－１０－１０ kg 本土 174

肥料 ２０－１０－１０ kg 隠岐 191

肥料（普通化成） ８－８－８ kg 統一 27-4

種子 イタチハギ kg 統一 27-4

種子 ヤシャブシ kg 統一 27-4

種子 メドハギ kg 統一 27-4

種子 ヤマハンノキ kg 統一 －
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種子 ヤマハギ kg 統一 27-4

種子 トールフェスク kg 統一 27-4

種子 ヨモギ kg 統一 27-4

種子 クリーピングレッドフェスク kg 統一 27-4

薬剤（ザイトロン） 茎葉散布 kg 本土 850

薬剤（ザイトロン） 茎葉散布 kg 隠岐 930

薬剤（ザイトロンフレノック） kg 本土 1,450

薬剤（ザイトロンフレノック） kg 隠岐 1,590

山林麻縄 ７２番２本より　　４９０ｍ／巻 100m 本土 300

山林麻縄 ７２番２本より　　４９０ｍ／巻 100m 隠岐 330

山林麻縄 ７２番４本より　　２５０ｍ／巻 100m 本土 580

山林麻縄 ７２番４本より　　２５０ｍ／巻 100m 隠岐 640

山林麻縄 ７２番６本より　　１６０ｍ／巻 100m 本土 910

山林麻縄 ７２番６本より　　１６０ｍ／巻 100m 隠岐 1,000

山林麻縄 １４０番２本より　２５０ｍ／巻 100m 本土 580

山林麻縄 １４０番２本より　２５０ｍ／巻 100m 隠岐 640

固定ベース 賃料 100個日 本土 27-4

固定ベース 賃料 100個日 隠岐 *1

直交クランプ 賃料 100個日 本土 27-4

直交クランプ 賃料 100個日 隠岐 *1

自在クランプ 賃料 100個日 本土 27-4

自在クランプ 賃料 100個日 隠岐 *1

パイプジョイント 賃料 100個日 本土 27-4

パイプジョイント 賃料 100個日 隠岐 *1

固定ベース整備費等 100個 本土 27-4

固定ベース整備費等 100個 隠岐 *1

直交クランプ整備費等 100個 本土 27-4

直交クランプ整備費等 100個 隠岐 *1

自在クランプ整備費等 100個 本土 27-4
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自在クランプ整備費等 100個 隠岐 *1

パイプジョイント整備費等 100個 本土 27-4

パイプジョイント整備費等 100個 隠岐 *1

丸パイプ φ４８．６　肉厚２．４mm　賃料 100ｍ日 本土 27-4

丸パイプ φ４８．６　肉厚２．４mm　賃料 100ｍ日 隠岐 *1

丸パイプ整備費等 100ｍ 本土 27-4

丸パイプ整備費等 100ｍ 隠岐 *1

鋼製型枠 300×1500mm　賃料 10m2日 本土 27-4

鋼製型枠 300×1500mm　賃料 10m2日 隠岐 *1

鋼製型枠整備費等 10m2 本土 27-4

鋼製型枠整備費等 10m2 隠岐 *1

不整地運搬車（クローラ型油圧ダンプ） 積載重量４ｔ 日 統一 27-4

不整地運搬車（クローラ型油圧ダンプ） 積載重量６ｔ 日 統一 27,500

皮剥丸太 長１２６０mm、末口７～９cm 本 本土 290

皮剥丸太 長１２６０mm、末口７～９cm 本 隠岐 290

皮剥丸太 長１８００mm、末口７～９cm 本 本土 340

皮剥丸太 長１８００mm、末口７～９cm 本 隠岐 340

皮剥丸太 長１５００mm、末口７～９cm 本 本土 320

皮剥丸太 長１５００mm、末口７～９cm 本 隠岐 320

皮剥丸太 長１１００mm、末口７～９cm 本 本土 250

皮剥丸太 長１１００mm、末口７～９cm 本 隠岐 250

角材 長１５５０mm、巾２０mm、厚６０mm 本 本土 －

角材 長１５５０mm、巾２０mm、厚６０mm 本 隠岐 －

角材 長１５５０mm、巾２０mm、厚３０mm 本 本土 －

角材 長１５５０mm、巾２０mm、厚３０mm 本 隠岐 －

自由勾配側溝（横断用） Ｔ－２５　３００×　３００ 個 本土 23,700

自由勾配側溝（横断用） Ｔ－２５　３００×　３００ 個 隠岐 27,200

自由勾配側溝（横断用） Ｔ－２５　３００×　４００ 個 本土 26,100

自由勾配側溝（横断用） Ｔ－２５　３００×　４００ 個 隠岐 30,200
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自由勾配側溝（横断用） Ｔ－２５　３００×　５００ 個 本土 28,500

自由勾配側溝（横断用） Ｔ－２５　３００×　５００ 個 隠岐 33,100

自由勾配側溝（横断用） Ｔ－２５　３００×　６００ 個 本土 32,800

自由勾配側溝（横断用） Ｔ－２５　３００×　６００ 個 隠岐 38,600

自由勾配側溝（横断用） Ｔ－２５　３００×　７００ 個 本土 35,600

自由勾配側溝（横断用） Ｔ－２５　３００×　７００ 個 隠岐 42,100

自由勾配側溝横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（Ｔ－２５） ３００　横断用(本体2ｍ用)　１ｍ 枚 本土 12,600

自由勾配側溝横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（Ｔ－２５） ３００　横断用(本体2ｍ用)　１ｍ 枚 隠岐 12,800

自由勾配側溝横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（Ｔ－２５） ３００　横断用(本体1～1.5ｍ用)　０．５ｍ 枚 本土 10,800

自由勾配側溝横断用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋（Ｔ－２５） ３００　横断用(本体1～1.5ｍ用)　０．５ｍ 枚 隠岐 10,900

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H300×L2000　底部開口部あり 個 本土 12,600

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H300×L2000　底部開口部あり 個 隠岐 15,300

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H400×L2000　底部開口部あり 個 本土 16,000

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H400×L2000　底部開口部あり 個 隠岐 19,100

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H500×L2000　底部開口部あり 個 本土 19,000

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H500×L2000　底部開口部あり 個 隠岐 22,500

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H600×L2000　底部開口部あり 個 本土 22,900

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H600×L2000　底部開口部あり 個 隠岐 26,800

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H700×L2000　底部開口部あり 個 本土 27,900

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H700×L2000　底部開口部あり 個 隠岐 32,300

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H300×L2000　底部開口部なし 個 本土 12,600

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H300×L2000　底部開口部なし 個 隠岐 15,500

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H400×L2000　底部開口部なし 個 本土 16,000

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H400×L2000　底部開口部なし 個 隠岐 19,300

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H500×L2000　底部開口部なし 個 本土 19,000

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H500×L2000　底部開口部なし 個 隠岐 22,700

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H600×L2000　底部開口部なし 個 本土 22,900

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H600×L2000　底部開口部なし 個 隠岐 27,100

縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H700×L2000　底部開口部なし 個 本土 27,900
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縦断勾配付側溝（横断用）（Ｔ－２５） B300×H700×L2000　底部開口部なし 個 隠岐 32,500

縦断勾配付側溝蓋（横断用）（Ｔ－２５） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　管理孔用　5％　L2000 枚 本土 38,200

縦断勾配付側溝蓋（横断用）（Ｔ－２５） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　管理孔用　5％　L2000 枚 隠岐 39,800

縦断勾配付側溝蓋（横断用）（Ｔ－２５） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　管理孔用　5％　L1500 枚 本土 32,200

縦断勾配付側溝蓋（横断用）（Ｔ－２５） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　管理孔用　5％　L1500 枚 隠岐 33,300

縦断勾配付側溝蓋（横断用）（Ｔ－２５） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　標準部用　5％　L1000 枚 本土 －

縦断勾配付側溝蓋（横断用）（Ｔ－２５） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　標準部用　5％　L1000 枚 隠岐 －

縦断勾配付側溝蓋（横断用）（Ｔ－２５） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　管理孔用　10％　L2000 枚 本土 38,200

縦断勾配付側溝蓋（横断用）（Ｔ－２５） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　管理孔用　10％　L2000 枚 隠岐 40,000

縦断勾配付側溝蓋（横断用）（Ｔ－２５） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　管理孔用　10％　L1500 枚 本土 32,200

縦断勾配付側溝蓋（横断用）（Ｔ－２５） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　管理孔用　10％　L1500 枚 隠岐 33,400

縦断勾配付側溝蓋（横断用）（Ｔ－２５） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　標準部用　10％　L1000 枚 本土 －

縦断勾配付側溝蓋（横断用）（Ｔ－２５） ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ　標準部用　10％　L1000 枚 隠岐 －

ヒノキ合板型枠損料 m2 松江１ 521

ヒノキ合板型枠損料 m2 松江２ 521

ヒノキ合板型枠損料 m2 広瀬１ 521

ヒノキ合板型枠損料 m2 広瀬２ 521

ヒノキ合板型枠損料 m2 雲南１ 521

ヒノキ合板型枠損料 m2 雲南２ 521

ヒノキ合板型枠損料 m2 雲南３ 521

ヒノキ合板型枠損料 m2 仁多 521

ヒノキ合板型枠損料 m2 出雲１ 509

ヒノキ合板型枠損料 m2 出雲２ 509

ヒノキ合板型枠損料 m2 出雲３ 509

ヒノキ合板型枠損料 m2 大田 509

ヒノキ合板型枠損料 m2 県央１ 509

ヒノキ合板型枠損料 m2 県央２ 509

ヒノキ合板型枠損料 m2 浜田１ 509

ヒノキ合板型枠損料 m2 浜田２ 509
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ヒノキ合板型枠損料 m2 浜田３ 509

ヒノキ合板型枠損料 m2 益田１ 509

ヒノキ合板型枠損料 m2 益田２ 509

ヒノキ合板型枠損料 m2 益田３ 509

ヒノキ合板型枠損料 m2 津和野１ 509

ヒノキ合板型枠損料 m2 津和野２ 509

ヒノキ合板型枠損料 m2 津和野３ 509

ヒノキ合板型枠損料 m2 隠岐１ 569

ヒノキ合板型枠損料 m2 隠岐２ 569

ヒノキ合板型枠損料 m2 隠岐３ 569
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名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

地すべり防止区域標識板　複柱式タイプ ７００×９００×２mm　支柱付 組 統一 76,500

地すべり防止区域標識柱 ９０×９０×１，５００mm　アルミ板 本 統一 11,900

地すべり防止区域標識杭 ９０×９０×９００mm　Ｃｏｎ柱　番号付 本 統一 2,450

林道施工年度標柱 φ１５０×Ｌ１５００mm 間伐材使用 本 統一 19,600

治山標示板（門型支柱式） １０００×１３００×２．０mm　支柱付 組 統一 220,000

治山標示板（複柱式） １０００×１４００×２．０mm　支柱付 組 統一 156,000

保安林整備事業施工地標示板 ３００×６００×１．０mm 支柱付 組 統一 16,000

保安林整備事業施工地標示板 ４５０×９００×１．０mm 支柱付 組 統一 28,000

森林整備事業管理杭 ４５×４５×４５０mm　治山マーク付 本 本土 760

森林整備事業管理杭 ４５×４５×４５０mm　治山マーク付 本 隠岐 760

治山銘板 ４００×３００×１５mm アルミ合金製 枚 統一 30,200

治山銘板（小規模用） ３００×２００×１mm 真鍮製 枚 統一 12,000
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３－１３－４　　索道、モノレール関係資材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

レール（Ｅ型レール受け使用） （モノレール用） ｍ／日 統一 89

けん引車（モノレール用） 複軌条最大積載能力1000kg級、４５° 日 統一 7,210

普通台車（モノレール用） １０００kg積み 台／日 統一 3,390

バケット台車（モノレール用） ０．４ｍ３積み 台／日 統一 2,310
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３－１３－５　　流路工資材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

大型フリューム(落差タイプ)H500×B500 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 28,200

大型フリューム(落差タイプ)H500×B500 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 31,400

大型フリューム(落差タイプ)H500×B600 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 29,700

大型フリューム(落差タイプ)H500×B600 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 33,100

大型フリューム(落差タイプ)H500×B700 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 30,800

大型フリューム(落差タイプ)H500×B700 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 34,400

大型フリューム(落差タイプ)H500×B800 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 32,700

大型フリューム(落差タイプ)H500×B800 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 36,500

大型フリューム(落差タイプ)H500×B900 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 34,700

大型フリューム(落差タイプ)H500×B900 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 38,700

大型フリューム(落差タイプ)H500×B1000 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 36,600

大型フリューム(落差タイプ)H500×B1000 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 40,800

大型フリューム(落差タイプ)H600×B600 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 33,600

大型フリューム(落差タイプ)H600×B600 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 37,400

大型フリューム(落差タイプ)H600×B700 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 35,100

大型フリューム(落差タイプ)H600×B700 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 39,200

大型フリューム(落差タイプ)H600×B800 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 36,600

大型フリューム(落差タイプ)H600×B800 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 40,900

大型フリューム(落差タイプ)H600×B900 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 38,000

大型フリューム(落差タイプ)H600×B900 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 42,500

大型フリューム(落差タイプ)H600×B1000 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 39,500

大型フリューム(落差タイプ)H600×B1000 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 44,300

大型フリューム(落差タイプ)H600×B1100 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 41,100

大型フリューム(落差タイプ)H600×B1100 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 46,100

大型フリューム(落差タイプ)H600×B1200 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 42,500

大型フリューム(落差タイプ)H600×B1200 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 47,800

大型フリューム(落差タイプ)H700×B700 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 43,400

大型フリューム(落差タイプ)H700×B700 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 48,400

大型フリューム(落差タイプ)H700×B800 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 45,700
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３－１３－５　　流路工資材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

大型フリューム(落差タイプ)H700×B800 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 51,000

大型フリューム(落差タイプ)H700×B900 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 47,700

大型フリューム(落差タイプ)H700×B900 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 53,300

大型フリューム(落差タイプ)H700×B1000 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 49,600

大型フリューム(落差タイプ)H700×B1000 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 55,500

大型フリューム(落差タイプ)H700×B1100 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 51,200

大型フリューム(落差タイプ)H700×B1100 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 57,400

大型フリューム(落差タイプ)H700×B1200 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 52,600

大型フリューム(落差タイプ)H700×B1200 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 59,000

大型フリューム(落差タイプ)H700×B1300 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 55,000

大型フリューム(落差タイプ)H700×B1300 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 61,700

大型フリューム(落差タイプ)H700×B1400 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 57,200

大型フリューム(落差タイプ)H700×B1400 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 64,200

大型フリューム(落差タイプ)H800×B800 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 49,600

大型フリューム(落差タイプ)H800×B800 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 55,600

大型フリューム(落差タイプ)H800×B900 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 51,400

大型フリューム(落差タイプ)H800×B900 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 57,600

大型フリューム(落差タイプ)H800×B1000 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 53,200

大型フリューム(落差タイプ)H800×B1000 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 59,700

大型フリューム(落差タイプ)H800×B1100 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 55,100

大型フリューム(落差タイプ)H800×B1100 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 61,900

大型フリューム(落差タイプ)H800×B1200 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 57,100

大型フリューム(落差タイプ)H800×B1200 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 64,100

大型フリューム(落差タイプ)H800×B1300 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 59,000

大型フリューム(落差タイプ)H800×B1300 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 66,300

大型フリューム(落差タイプ)H800×B1400 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 61,000

大型フリューム(落差タイプ)H800×B1400 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 68,600

大型フリューム(落差タイプ)H800×B1500 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 63,100

大型フリューム(落差タイプ)H800×B1500 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 71,000
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３－１３－５　　流路工資材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

大型フリューム(落差タイプ)H800×B1600 Ｌ＝１．５ｍ 本 本土 65,400

大型フリューム(落差タイプ)H800×B1600 Ｌ＝１．５ｍ 本 隠岐 73,500

大型フリューム(落差タイプ)H900×B900 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 34,000

大型フリューム(落差タイプ)H900×B900 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 37,700

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1000 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 35,500

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1000 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 39,400

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1100 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 36,900

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1100 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 41,000

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1200 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 38,400

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1200 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 42,600

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1300 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 38,800

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1300 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 43,200

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1400 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 39,100

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1400 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 43,700

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1500 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 39,400

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1500 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 44,100

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1600 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 42,400

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1600 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 47,300

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1700 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 43,600

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1700 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 48,700

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1800 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 44,700

大型フリューム(落差タイプ)H900×B1800 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 50,000

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1000 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 39,400

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1000 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 43,600

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1100 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 40,000

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1100 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 44,400

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1200 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 41,600

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1200 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 46,200

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1300 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 42,800
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３－１３－５　　流路工資材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1300 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 47,600

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1400 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 43,800

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1400 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 48,800

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1500 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 45,000

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1500 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 50,200

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1600 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 46,000

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1600 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 51,400

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1700 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 47,300

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1700 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 52,800

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1800 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 48,400

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1800 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 54,100

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1900 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 49,600

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B1900 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 55,500

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B2000 Ｌ＝０．７５ｍ 本 本土 51,000

大型フリューム(落差タイプ)H1000×B2000 Ｌ＝０．７５ｍ 本 隠岐 57,100

角フリューム １５０型　L=2.0m 本 本土 2,630

角フリューム １５０型　L=2.0m 本 隠岐 3,020

角フリューム ２００型　L=2.0m 本 本土 3,190

角フリューム ２００型　L=2.0m 本 隠岐 3,710

角フリューム ２５０型　L=2.0m 本 本土 3,950

角フリューム ２５０型　L=2.0m 本 隠岐 4,680

角フリューム ３００型　L=2.0m 本 本土 5,390

角フリューム ３００型　L=2.0m 本 隠岐 6,420

角フリューム ３５０型　L=2.0m 本 本土 6,530

角フリューム ３５０型　L=2.0m 本 隠岐 7,760

角フリューム ４００型　L=2.0m 本 本土 9,220

角フリューム ４００型　L=2.0m 本 隠岐 11,100

角フリューム ４５０型　L=2.0m 本 本土 10,600

角フリューム ４５０型　L=2.0m 本 隠岐 12,700
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３－１３－５　　流路工資材

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

角フリューム ５００型　L=2.0m 本 本土 13,900

角フリューム ５００型　L=2.0m 本 隠岐 16,800
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４－１－１　　機械（施工パッケージ用単価）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3) 日 統一 27-4

小型バックホウ [クローラ型・超小旋回型] 山積0.22m3 日 統一 27-4

バックホウ [クローラ型] 山積0.28m3(平積0.2m3) 日 統一 27-4

バックホウ [クローラ型] 排ガス型(第2次)山積0.45m3(平積0.35m3) 日 統一 27-4

バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.45m3吊2.9t 日 統一 27-4

バックホウ [クローラ型クレーン付] 排ガス型(第2次)山積0.8m3吊2.9t 日 統一 27-4

タイヤローラ 8～20t 日 統一 27-4

振動ローラ [ハンドガイド式] 0.8～1.1t 日 統一 27-4

振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3～4t 日 統一 27-4

空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 2.5m3/min 日 統一 27-4

空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛] 3.5～3.7m3/min 日 統一 27-4

ジェットヒータ 126MJ(30,100kcal) 日 統一 27-4

ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 20t吊 日 統一 27-4

ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊 日 統一 27-4

ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 35t吊 日 統一 27-4

ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 45t吊 日 統一 27-4

ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 50t吊 日 統一 27-4

バックホウ [クローラ型] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日 統一 27-4

バックホウ クローラ型 クレーン機能付1.7t 山積0.28m3(平積0.2m3) 日 統一 27-4

タンパ 60～80kg 日 統一 27-4

高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ8m 日 統一 27-4

高所作業車 トラック架装リフト・ブーム型 標準デッキタイプ 作業床高さ12m 日 統一 27-4

ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 16t吊 日 統一 27-4

トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊 日 統一 27-4

トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 100t吊 日 統一 27-4

トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 120t吊 日 統一 27-4

トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 160t吊 日 統一 27-4

トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 200t吊 日 統一 27-4

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ [油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型] 50t吊 日 統一 27-4
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４－２－１　　労務（施工パッケージ用単価）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

特殊作業員 人 統一 *3

普通作業員 人 統一 *3

法面工 人 統一 *3

とび工 人 統一 *3

ブロック工 人 統一 *3

特殊運転手 人 統一 *3

一般運転手 人 統一 *3

さく岩工 人 統一 *3

土木一般世話役 人 統一 *3

型枠工 人 統一 *3

軽作業員 人 統一 *3

造園工 人 統一 *3

塗装工 人 統一 *3

潜水士 人 統一 *3

潜水連絡員 人 統一 *3

潜水送気員 人 統一 *3
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４－３－１　　材料（施工パッケージ用単価）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D13 t 本土 27-4

鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D13 t 隠岐 *1

セメント 高炉B ｔ 本土 27-4

セメント 高炉B ｔ 隠岐 *1

クラッシャーラン C-40 m3 松江１ 2,900

クラッシャーラン C-40 m3 松江２ 2,900

クラッシャーラン C-40 m3 広瀬１ 3,200

クラッシャーラン C-40 m3 広瀬２ 3,200

クラッシャーラン C-40 m3 雲南１ 3,100

クラッシャーラン C-40 m3 雲南２ 3,500

クラッシャーラン C-40 m3 雲南３ 3,300

クラッシャーラン C-40 m3 仁多 3,400

クラッシャーラン C-40 m3 出雲１ 3,400

クラッシャーラン C-40 m3 出雲２ 3,400

クラッシャーラン C-40 m3 出雲３ 3,400

クラッシャーラン C-40 m3 大田 3,300

クラッシャーラン C-40 m3 県央１ 3,100

クラッシャーラン C-40 m3 県央２ 3,100

クラッシャーラン C-40 m3 浜田１ 3,100 旧浜田市、旧三隅町

クラッシャーラン C-40 m3 浜田１ 3,100 旧江津市

クラッシャーラン C-40 m3 浜田２ 3,100

クラッシャーラン C-40 m3 浜田３ 3,400

クラッシャーラン C-40 m3 益田１ 3,100

クラッシャーラン C-40 m3 益田２ 3,100

クラッシャーラン C-40 m3 益田３ 3,100

クラッシャーラン C-40 m3 津和野１ 4,700

クラッシャーラン C-40 m3 津和野２ 4,700

クラッシャーラン C-40 m3 津和野３ 5,900

クラッシャーラン C-40 m3 隠岐１ 3,300

クラッシャーラン C-40 m3 隠岐２ 5,650

クラッシャーラン C-40 m3 隠岐３ 5,650

割栗石 50-150mm m3 松江１ 3,300
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割栗石 50-150mm m3 松江２ 3,300

割栗石 50-150mm m3 広瀬１ 3,400

割栗石 50-150mm m3 広瀬２ 3,400

割栗石 50-150mm m3 雲南１ 3,200

割栗石 50-150mm m3 雲南２ 3,500

割栗石 50-150mm m3 雲南３ 3,500

割栗石 50-150mm m3 仁多 3,400

割栗石 50-150mm m3 出雲１ 3,300

割栗石 50-150mm m3 出雲２ 3,300

割栗石 50-150mm m3 出雲３ 3,300

割栗石 50-150mm m3 大田 3,300

割栗石 50-150mm m3 県央１ 3,300

割栗石 50-150mm m3 県央２ 3,300

割栗石 50-150mm m3 浜田１ 3,600 旧浜田市、旧三隅町

割栗石 50-150mm m3 浜田１ 3,600 旧江津市

割栗石 50-150mm m3 浜田２ 3,600

割栗石 50-150mm m3 浜田３ 3,600

割栗石 50-150mm m3 益田１ 3,200

割栗石 50-150mm m3 益田２ 3,300

割栗石 50-150mm m3 益田３ 3,300

割栗石 50-150mm m3 津和野１ 5,000

割栗石 50-150mm m3 津和野２ 5,000

割栗石 50-150mm m3 津和野３ 6,100

割栗石 50-150mm m3 隠岐１ 3,200

割栗石 50-150mm m3 隠岐２ 5,750

割栗石 50-150mm m3 隠岐３ 5,750

詰石割ぐり石 150-200mm m3 松江１ 4,000

詰石割ぐり石 150-200mm m3 松江２ 4,000

詰石割ぐり石 150-200mm m3 広瀬１ 4,100

詰石割ぐり石 150-200mm m3 広瀬２ 4,100

詰石割ぐり石 150-200mm m3 雲南１ 4,100

詰石割ぐり石 150-200mm m3 雲南２ 4,300
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詰石割ぐり石 150-200mm m3 雲南３ 4,000

詰石割ぐり石 150-200mm m3 仁多 4,200

詰石割ぐり石 150-200mm m3 出雲１ 4,000

詰石割ぐり石 150-200mm m3 出雲２ 4,000

詰石割ぐり石 150-200mm m3 出雲３ 4,000

詰石割ぐり石 150-200mm m3 大田 3,700

詰石割ぐり石 150-200mm m3 県央１ 3,600

詰石割ぐり石 150-200mm m3 県央２ 3,600

詰石割ぐり石 150-200mm m3 浜田１ 4,000

詰石割ぐり石 150-200mm m3 浜田１ 4,000 旧浜田市、旧三隅町

詰石割ぐり石 150-200mm m3 浜田２ 4,000 旧江津市

詰石割ぐり石 150-200mm m3 浜田３ 3,900

詰石割ぐり石 150-200mm m3 益田１ 3,900

詰石割ぐり石 150-200mm m3 益田２ 4,100

詰石割ぐり石 150-200mm m3 益田３ 4,200

詰石割ぐり石 150-200mm m3 津和野１ 5,300

詰石割ぐり石 150-200mm m3 津和野２ 5,300

詰石割ぐり石 150-200mm m3 津和野３ 6,400

詰石割ぐり石 150-200mm m3 隠岐１ 3,600

詰石割ぐり石 150-200mm m3 隠岐２ 6,150

詰石割ぐり石 150-200mm m3 隠岐３ 6,150

再生クラッシャーラン RC-40 m3 松江１ 2,300

再生クラッシャーラン RC-40 m3 松江２ 2,400

再生クラッシャーラン RC-40 m3 広瀬１ 2,600

再生クラッシャーラン RC-40 m3 広瀬２ 2,600

再生クラッシャーラン RC-40 m3 雲南１ 2,800

再生クラッシャーラン RC-40 m3 雲南２ 3,000

再生クラッシャーラン RC-40 m3 雲南３ 2,800

再生クラッシャーラン RC-40 m3 仁多 2,900

再生クラッシャーラン RC-40 m3 出雲１ 2,600

再生クラッシャーラン RC-40 m3 出雲２ 2,600

再生クラッシャーラン RC-40 m3 出雲３ 2,600
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再生クラッシャーラン RC-40 m3 大田 2,700

再生クラッシャーラン RC-40 m3 県央１ 2,700

再生クラッシャーラン RC-40 m3 県央２ 2,900

再生クラッシャーラン RC-40 m3 浜田１ 2,900

再生クラッシャーラン RC-40 m3 浜田２ 2,900

再生クラッシャーラン RC-40 m3 浜田３ 3,000

再生クラッシャーラン RC-40 m3 益田１ 2,400

再生クラッシャーラン RC-40 m3 益田２ 2,400

再生クラッシャーラン RC-40 m3 益田３ 2,400

再生クラッシャーラン RC-40 m3 津和野１ 2,700

再生クラッシャーラン RC-40 m3 津和野２ 2,700

再生クラッシャーラン RC-40 m3 津和野３ 2,700

再生クラッシャーラン RC-40 m3 隠岐１ 3,000

再生クラッシャーラン RC-40 m3 隠岐２ - 西ノ島町5.900円

再生クラッシャーラン RC-40 m3 隠岐２ - 海士町5,150円

再生クラッシャーラン RC-40 m3 隠岐３ -

灯油 白灯油業務用ミニローリー L 本土 27-4

灯油 白灯油業務用ミニローリー L 隠岐１ 89

灯油 白灯油業務用ミニローリー L 隠岐２ 101

灯油 白灯油業務用ミニローリー L 隠岐３ 101

軽油 1.2号パトロール給油 L 本土 27-4

軽油 1.2号パトロール給油 L 隠岐１ 128

軽油 1.2号パトロール給油 L 隠岐２ 140

軽油 1.2号パトロール給油 L 隠岐３ 140

ガソリン レギュラースタンド L 本土 27-4

ガソリン レギュラースタンド L 隠岐１ 138

ガソリン レギュラースタンド L 隠岐２ 147

ガソリン レギュラースタンド L 隠岐３ 147

コンクリートカッタ (ブレード)径22インチ 枚 統一 27-4

コンクリートカッタ (ブレード)径30インチ 枚 統一 27-4

コンクリートカッタ (ブレード)径38インチ 枚 統一 27-4

アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用 L 本土 27-4
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アスファルト乳剤 PK-3プライムコート用 L 隠岐 *1

アスファルト乳剤 PK-4タックコート用 L 本土 27-4

アスファルト乳剤 PK-4タックコート用 L 隠岐 *1

アスファルト乳剤 PKRゴム入り L 本土 27-4

アスファルト乳剤 PKRゴム入り L 隠岐 *1

導水パイプ排水性舗装用 ステンレス製φ18 m 本土 27-4

導水パイプ排水性舗装用 ステンレス製φ18 m 隠岐 *1

ゴム支承,コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR単層10mm m2 本土 27-4

ゴム支承,コンクリートヒンジ用緩衝ゴム SBR単層10mm m2 隠岐 *1

鉄線じゃかご円筒形じゃかご GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm径60cm ｍ 本土 27-4

鉄線じゃかご円筒形じゃかご GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm径60cm ｍ 隠岐 *1

鉄線じゃかご円筒形じゃかご GS-7線径4.0mm(#8)網目13cm径45cm ｍ 本土 27-4

鉄線じゃかご円筒形じゃかご GS-7線径4.0mm(#8)網目13cm径45cm ｍ 隠岐 *1

ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,40cm×120cm ｍ 本土 27-4

ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,40cm×120cm ｍ 隠岐 *1

ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm ｍ 本土 27-4

ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,50cm×120cm ｍ 隠岐 *1

ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,60cm×120cm ｍ 本土 27-4

ふとんかご角形パネルタイプ GS-3線径4.0mm(#8)網目13cm,60cm×120cm ｍ 隠岐 *1

かごマット t=30cmめっき鉄線 m2 本土 27-4

かごマット t=30cmめっき鉄線 m2 隠岐 *1

かごマット t=50cmめっき鉄線 m2 本土 27-4

かごマット t=50cmめっき鉄線 m2 隠岐 *1

袋詰玉石用袋材 2t用(長期性能型) 袋 統一 27-4

袋詰玉石用袋材 3t用(長期性能型) 袋 統一 *1

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 松江１ 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 松江２ 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 広瀬１ 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 広瀬２ 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 雲南１ 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 雲南２ 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 雲南３ 4,700
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間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 仁多 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 出雲１ 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 出雲２ 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 出雲３ 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 大田 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 県央１ 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 県央２ 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 浜田１ 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 浜田２ 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 浜田３ 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 益田１ 4,700

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 益田２ 4,800

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 益田３ 4,900

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 津和野１ 4,800

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 津和野２ 4,900

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 津和野３ 4,900

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 隠岐１ 7,430

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 隠岐２ 7,430

間知ブロック 高さ250×幅400×控350滑面 m2 隠岐３ 7,430

土木安定シート・ネット (ナイロン・ポリエステル系1470N/3cm) m2 統一 27-4

吸出し防止材 合繊不織布t=10mm,9.8kN/m m2 統一 27-4

遮水シート 厚1.0+10.0mm m2 統一 27-4

セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック ｔ 本土 14,000

セメント系固化材 一般軟弱土用・フレコン・1トンパック ｔ 隠岐 21,000

瀝青質目地板厚 10mm m2 統一 27-4

高麗芝 m2 本土 27-4

高麗芝 m2 隠岐 *1

芝 一重ネット m2 本土 27-4

芝 一重ネット m2 隠岐 *1

金網柵H2000アングル型 ビニル被覆VGS2(3.2×50) ｍ 本土 27-4

金網柵H2000アングル型 ビニル被覆VGS2(3.2×50) ｍ 隠岐 *1

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 松江１ 2,900
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クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 松江２ 2,900

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 広瀬１ 3,300

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 広瀬２ 3,300

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 雲南１ 3,300

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 雲南２ 3,500

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 雲南３ 3,300

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 仁多 3,400

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 出雲１ 3,400

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 出雲２ 3,400

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 出雲３ 3,400

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 大田 3,300

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 県央１ 3,100

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 県央２ 3,100

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 浜田１ 3,100 旧浜田市、旧三隅町

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 浜田１ 3,100 旧江津市

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 浜田２ 3,100

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 浜田３ 3,400

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 益田１ 3,100

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 益田２ 3,100

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 益田３ 3,100

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 津和野１ 4,800

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 津和野２ 4,800

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 津和野３ 6,000

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 隠岐１ 3,400

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 隠岐２ 5,650

クラッシャーラン Ｃ－３０ m3 隠岐３ 5,650

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 松江１ 2,400

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 松江２ 2,600

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 広瀬１ 2,700

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 広瀬２ 2,700

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 雲南１ 2,900

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 雲南２ 3,100
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再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 雲南３ 2,900

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 仁多 2,900

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 出雲１ 2,600

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 出雲２ 2,600

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 出雲３ 2,600

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 大田 2,800

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 県央１ 2,800

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 県央２ 3,000

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 浜田１ -

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 浜田２ -

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 浜田３ -

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 益田１ -

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 益田２ -

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 益田３ -

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 津和野１ -

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 津和野２ -

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 津和野３ -

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 隠岐１ -

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 隠岐２ -

再生クラッシャーラン ＲＣ－３０ m3 隠岐３ -

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 松江１ 3,050

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 松江２ 3,050

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 広瀬１ 3,400

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 広瀬２ 3,400

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 雲南１ 3,450

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 雲南２ 3,600

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 雲南３ 3,450

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 仁多 3,550

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 出雲１ 3,500

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 出雲２ 3,500

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 出雲３ 3,500

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 大田 3,500
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粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 県央１ 3,400

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 県央２ 3,400

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 浜田１ 3,200 旧浜田市、旧三隅町

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 浜田１ 3,200 旧江津市

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 浜田２ 3,400

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 浜田３ 3,700

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 益田１ 3,300

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 益田２ 3,300

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 益田３ 3,300

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 津和野１ 5,100

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 津和野２ 5,100

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 津和野３ 6,300

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 隠岐１ 3,600

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 隠岐２ 5,850

粒度調整砕石 Ｍ－３０ m3 隠岐３ 5,850

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 松江１ 3,050

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 松江２ 3,050

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 広瀬１ 3,400

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 広瀬２ 3,400

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 雲南１ 3,450

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 雲南２ 3,600

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 雲南３ 3,450

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 仁多 3,550

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 出雲１ 3,500

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 出雲２ 3,500

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 出雲３ 3,500

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 大田 3,500

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 県央１ 3,400

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 県央２ 3,400

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 浜田１ 3,200 旧浜田市、旧三隅町

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 浜田１ 3,200 旧江津市

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 浜田２ 3,400
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粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 浜田３ 3,700

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 益田１ 3,300

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 益田２ 3,300

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 益田３ 3,300

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 津和野１ 5,000

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 津和野２ 5,000

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 津和野３ 6,200

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 隠岐１ 3,600

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 隠岐２ 5,850

粒度調整砕石 Ｍ－４０ m3 隠岐３ 5,850

鉄筋用異形棒鋼 １０mm（ＳＤ２９５） t 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 １０mm（ＳＤ２９５） t 隠岐 *1

鉄筋用異形棒鋼 １３mm（ＳＤ２９５） t 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 １３mm（ＳＤ２９５） t 隠岐 *1

鉄筋用異形棒鋼 １６mm（ＳＤ２９５） t 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 １６mm（ＳＤ２９５） t 隠岐 *1

鉄筋用異形棒鋼 １０mm（ＳＤ３４５） t 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 １０mm（ＳＤ３４５） t 隠岐 *1

鉄筋用異形棒鋼 １６～２５mm（ＳＤ３４５） t 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 １６～２５mm（ＳＤ３４５） t 隠岐 *1

鉄筋用異形棒鋼 ２９～３２mm（ＳＤ３４５） t 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 ２９～３２mm（ＳＤ３４５） t 隠岐 *1

鉄筋用異形棒鋼 ３５mm（ＳＤ３４５） t 本土 27-4

鉄筋用異形棒鋼 ３５mm（ＳＤ３４５） t 隠岐 *1

野芝 実面積０．９m2 m2 本土 440

野芝 実面積０．９m2 m2 隠岐 470

鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D16 ｔ 本土 27-4

鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D16 ｔ 隠岐 *1

鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D19 ｔ 本土 27-4

鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D19 ｔ 隠岐 *1

鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D25 ｔ 本土 27-4

鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D25 ｔ 隠岐 *1

鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D29 ｔ 本土 27-4

鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D29 ｔ 隠岐 *1
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鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D32 ｔ 本土 27-4

鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D32 ｔ 隠岐 *1

普通ポルトランドセメント 25kg袋入 m3 本土 27-4

普通ポルトランドセメント 25kg袋入 m3 隠岐 *1

セメント高炉B 25kg袋入 ｔ 本土 27-4

セメント高炉B 25kg袋入 ｔ 隠岐 *1

松丸太 末口9cm,長さ1.5m　皮付 本 統一 27-4

鉛系錆止めペイント (JISK56232種)合成樹脂系 kg 統一 27-4

フェノール樹脂MIO塗料 kg 統一 27-4

長油性フタル酸樹脂塗料 (JISK55162種)淡彩色　中塗用 kg 統一 27-4

長油性フタル酸樹脂塗料 (JISK55162種)淡彩色　上塗用 kg 統一 27-4

塩化ゴム系塗料 中塗用　淡彩色 kg 統一 27-4

塩化ゴム系塗料 上塗用　淡彩色 kg 統一 27-4

鋼製型枠 異形ブロック30t未満 m2 統一 27-4

リングビット φ90mm用 個 統一 27-4

リングビット φ115mm用 個 統一 27-4

リングビット φ135mm用 個 統一 27-4

リングビット φ146mm用 個 統一 27-4

ドリルパイプ φ90mm用(1.5m) 本 統一 27-4

ドリルパイプ φ115mm用(1.5m) 本 統一 27-4

ドリルパイプ φ135mm用(1.5m) 本 統一 27-4

ドリルパイプ φ146mm用(1.5m) 本 統一 27-4

シャンクロッド φ90mm用 個 統一 27-4

シャンクロッド φ115mm用 個 統一 27-4

シャンクロッド φ135mm用 個 統一 27-4

打込アダプタ φ90mm用 個 統一 64,000

打込アダプタ φ115mm用 個 統一 70,400

打込アダプタ φ135mm用 個 統一 76,800

インナーロッド φ90mm用(1.5m) 本 統一 27-4

インナーロッド φ115mm用(1.5m) 本 統一 27-4

インナーロッド φ135mm用(1.5m) 本 統一 27-4

インナーロッド φ146mm用(1.5m) 本 統一 27-4
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インナービット φ90mm用 個 統一 27-4

インナービット φ115mm用 個 統一 27-4

インナービット φ135mm用 個 統一 27-4

インナービット φ146mm用 個 統一 27-4

ガードレール 土中建込 Gr-B-4E 塗装 m 本土 27-4

ガードレール 土中建込 Gr-B-4E 塗装 m 隠岐 *1

ガードパイプ 土中建込 GP-BP-2E 塗装 m 本土 27-4

ガードパイプ 土中建込 GP-BP-2E 塗装 m 隠岐 *1

直ビーム [塗装] B板厚3.2×幅350×長さ2,330mm m 本土 27-4

直ビーム [塗装] B板厚3.2×幅350×長さ2,330mm m 隠岐 *1

ビームパイプ [塗装] GP-BP厚さ3.2 外径φ48.6 長さ2,000mm m 本土 27-4

ビームパイプ [塗装] GP-BP厚さ3.2 外径φ48.6 長さ2,000mm m 隠岐 *1

車止めポスト [ピラー型 スチール] 取外し式径114.3mm 高さ850mm 本 本土 27-4

車止めポスト [ピラー型 スチール] 取外し式径114.3mm 高さ850mm 本 隠岐 *1

鉄筋コンクリートL形 300(500×155×600) 個 本土 27-4

鉄筋コンクリートL形 300(500×155×600) 個 隠岐 *1

歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 個 本土 27-4

歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600) 個 隠岐 *1

地先境界ブロック A種(120×120×600) 個 本土 27-4

地先境界ブロック A種(120×120×600) 個 隠岐 *1

高欄(鋼製 めっき) B種丸・縦桟型 ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m m 本土 27-4

高欄(鋼製 めっき) B種丸・縦桟型 ビーム数3本 高さ1,000mm スパン2.0m m 隠岐 *1

ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm 本 本土 27-4

ヒューム管 外圧管 B形1種 径200mm×長さ2,000mm 本 隠岐 *1

ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm 本 本土 27-4

ヒューム管 外圧管 B形1種 径250mm×長さ2,000mm 本 隠岐 *1

ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm 本 本土 27-4

ヒューム管 外圧管 B形1種 径300mm×長さ2,000mm 本 隠岐 *1

ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm 本 本土 27-4

ヒューム管 外圧管 B形1種 径350mm×長さ2,000mm 本 隠岐 *1

ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

ヒューム管 外圧管 B形1種 径400mm×長さ2,430mm 本 隠岐 *1
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ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

ヒューム管 外圧管 B形1種 径450mm×長さ2,430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

ヒューム管 外圧管 B形1種 径500mm×長さ2,430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

ヒューム管 外圧管 B形1種 径600mm×長さ2,430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

ヒューム管 外圧管 B形1種 径700mm×長さ2,430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

ヒューム管 外圧管 B形1種 径800mm×長さ2,430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

ヒューム管 外圧管 B形1種 径900mm×長さ2,430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,000mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

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

ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,100mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

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

ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,200mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

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

ヒューム管 外圧管 B形1種 径1,350mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

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

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm m 本土 27-4

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

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径450mm×長さ2,500mm m 本土 27-4

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

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径600mm×長さ2,500mm m 本土 27-4

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

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径1,000mm×長さ2,500mm m 本土 27-4

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

コルゲートパイプ 円形1形　400mm　板厚2.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形　400mm　板厚2.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形　800mm　板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形　800mm　板厚2.7mm m 隠岐 *1
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コルゲートパイプ 円形1形　1,200mm　板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形　1,200mm　板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形　1,350mm　板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形　1,350mm　板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形　1,500mm　板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形　1,500mm　板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形　1,800mm　板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形　1,800mm　板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形　2,000mm　板厚4.5mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形　2,000mm　板厚4.5mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形　2,500mm　板厚4.5mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形　2,500mm　板厚4.5mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形　3,000mm　板厚4.5mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形　3,000mm　板厚4.5mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形　3,500mm　板厚4.5mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形　3,500mm　板厚4.5mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形　4,000mm　板厚4.5mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形　4,000mm　板厚4.5mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形　4,500mm　板厚4.5mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形　4,500mm　板厚4.5mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ アーチ形　2,000mm　板厚4.5mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ アーチ形　2,000mm　板厚4.5mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ アーチ形　2,500mm　板厚4.5mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ アーチ形　2,500mm　板厚4.5mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ アーチ形　3,000mm　板厚4.5mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ アーチ形　3,000mm　板厚4.5mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ アーチ形　3,500mm　板厚4.5mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ アーチ形　3,500mm　板厚4.5mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ アーチ形　4,000mm　板厚4.5mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ アーチ形　4,000mm　板厚4.5mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ アーチ形　4,500mm　板厚4.5mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ アーチ形　4,500mm　板厚4.5mm m 隠岐 *1
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４－３－１　　材料（施工パッケージ用単価）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コルゲートU型フリューム A形　350×350mm　板厚1.6mm m 本土 27-4

コルゲートU型フリューム A形　350×350mm　板厚1.6mm m 隠岐 *1

コルゲートU型フリューム A形　400×400mm　板厚1.6mm m 本土 27-4

コルゲートU型フリューム A形　400×400mm　板厚1.6mm m 隠岐 *1

コルゲートU型フリューム A形　500×500mm　板厚1.6mm m 本土 27-4

コルゲートU型フリューム A形　500×500mm　板厚1.6mm m 隠岐 *1

コルゲートU型フリューム A形　600×600mm　板厚1.6mm m 本土 27-4

コルゲートU型フリューム A形　600×600mm　板厚1.6mm m 隠岐 *1

コルゲートU型フリューム A形　700×700mm　板厚1.6mm m 本土 27-4

コルゲートU型フリューム A形　700×700mm　板厚1.6mm m 隠岐 *1

コルゲートU型フリューム B形　800×750mm　板厚1.6mm m 本土 27-4

コルゲートU型フリューム B形　800×750mm　板厚1.6mm m 隠岐 *1

コルゲートU型フリューム B形　900×800mm　板厚1.6mm m 本土 27-4

コルゲートU型フリューム B形　900×800mm　板厚1.6mm m 隠岐 *1

コルゲートU型フリューム B形　1,000×850mm　板厚1.6mm m 本土 27-4

コルゲートU型フリューム B形　1,000×850mm　板厚1.6mm m 隠岐 *1

暗渠排水管直管 呼び径75mm　ポリエチレン吸水管 m 本土 27-4

暗渠排水管直管 呼び径75mm　ポリエチレン吸水管 m 隠岐 *1

暗渠排水管直管 呼び径300mm　ポリエチレン吸水管 m 本土 27-4

暗渠排水管直管 呼び径300mm　ポリエチレン吸水管 m 隠岐 *1

暗渠排水管（波状管） 呼び径75mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) m 本土 27-4

暗渠排水管（波状管） 呼び径75mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) m 隠岐 *1

暗渠排水管（波状管） 呼び径300mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) m 本土 27-4

暗渠排水管（波状管） 呼び径300mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) m 隠岐 *1

暗渠排水管（波状管） 呼び径500mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) m 本土 27-4

暗渠排水管（波状管） 呼び径500mm　高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) m 隠岐 *1

被覆シート 長繊維不織布　245N/5cm m2 本土 27-4

被覆シート 長繊維不織布　245N/5cm m2 隠岐 *1

止水シート t=1mm m2 統一 27-4

塩ビ止水板 CF　幅200×厚さ5mm m 統一 27-4

瀝青繊維質目地板 厚さ10mm m2 統一 27-4

種子(野芝)発芽促進剤処理済 kg 統一 11,800
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４－３－１　　材料（施工パッケージ用単価）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

肥料 高度化成肥料 N:P:K=15:15:15 kg 統一 121

厚鋼電線管 G54 m 本土 27-4

厚鋼電線管 G54 m 隠岐 *1

FEP 80mm m 本土 27-4

FEP 80mm m 隠岐 *1

管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ100mm m 本土 27-4

管路材 ポリエチレン被覆軽量鋼管 φ100mm m 隠岐 *1

管路材 直管 φ100mm(SUDⅡ-V管) m 本土 27-4

管路材 直管 φ100mm(SUDⅡ-V管) m 隠岐 *1

硬質塩化ビニル管 (VP管JISK6741) φ200mm m 統一 27-4

セメント 普通 m3 本土 27-4

セメント 普通 m3 隠岐 *1

Gr-A-4E 土中建込 塗装 m 本土 27-4

Gr-A-4E 土中建込 塗装 m 隠岐 *1

Gr-C-4E 土中建込 塗装 m 本土 27-4

Gr-C-4E 土中建込 塗装 m 隠岐 *1

Gr-A-4E 土中建込 メッキ m 本土 27-4

Gr-A-4E 土中建込 メッキ m 隠岐 *1

Gr-B-4E 土中建込 メッキ m 本土 27-4

Gr-B-4E 土中建込 メッキ m 隠岐 *1

Gr-A-2B コンクリート建込 塗装 m 本土 27-4

Gr-A-2B コンクリート建込 塗装 m 隠岐 *1

Gr-B-2B コンクリート建込 塗装 m 本土 27-4

Gr-B-2B コンクリート建込 塗装 m 隠岐 *1

Gr-C-2B コンクリート建込 塗装 m 本土 27-4

Gr-C-2B コンクリート建込 塗装 m 隠岐 *1

Gr-A-2B コンクリート建込 メッキ m 本土 27-4

Gr-A-2B コンクリート建込 メッキ m 隠岐 *1

Gr-B-2B コンクリート建込 メッキ m 本土 27-4

Gr-B-2B コンクリート建込 メッキ m 隠岐 *1

Gp-Ap-2E 土中建込 塗装 m 本土 27-4

Gp-Ap-2E 土中建込 塗装 m 隠岐 *1
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４－３－１　　材料（施工パッケージ用単価）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

Gp-Cp-2E 土中建込 塗装 m 本土 27-4

Gp-Cp-2E 土中建込 塗装 m 隠岐 *1

Gp-Ap-2E 土中建込 メッキ m 本土 27-4

Gp-Ap-2E 土中建込 メッキ m 隠岐 *1

Gp-Bp-2E 土中建込 メッキ m 本土 27-4

Gp-Bp-2E 土中建込 メッキ m 隠岐 *1

Gp-Ap-2B コンクリート建込 塗装 m 本土 27-4

Gp-Ap-2B コンクリート建込 塗装 m 隠岐 *1

Gp-Bp-2B コンクリート建込 塗装 m 本土 27-4

Gp-Bp-2B コンクリート建込 塗装 m 隠岐 *1

Gp-Cp-2B コンクリート建込 塗装 m 本土 27-4

Gp-Cp-2B コンクリート建込 塗装 m 隠岐 *1

Gp-Ap-2B コンクリート建込 メッキ m 本土 27-4

Gp-Ap-2B コンクリート建込 メッキ m 隠岐 *1

Gp-Bp-2B コンクリート建込 メッキ m 本土 27-4

Gp-Bp-2B コンクリート建込 メッキ m 隠岐 *1

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径200mm×長さ2,000mm 本 本土 5,690

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径200mm×長さ2,000mm 本 隠岐 6,510

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径250mm×長さ2,000mm 本 本土 6,930

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径250mm×長さ2,000mm 本 隠岐 7,980

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径300mm×長さ2,000mm 本 本土 27-4

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径300mm×長さ2,000mm 本 隠岐 *1

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径350mm×長さ2,000mm 本 本土 27-4

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径350mm×長さ2,000mm 本 隠岐 *1

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径400mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径400mm×長さ2,430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径450mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径450mm×長さ2,430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径500mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径500mm×長さ2,430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径600mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径600mm×長さ2,430mm 本 隠岐 *1
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名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径700mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径700mm×長さ2,430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径800mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径800mm×長さ2,430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径900mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径900mm×長さ2,430mm 本 隠岐 *1

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径1,000mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

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

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径1,100mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

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

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径1,200mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

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

ヒューム管外圧管Ｂ形2種 径1,350mm×長さ2,430mm 本 本土 27-4

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

クラッシャーラン C-40 m3 松江１ 2,900

クラッシャーラン C-40 m3 松江２ 2,900

クラッシャーラン C-40 m3 広瀬１ 3,200

クラッシャーラン C-40 m3 広瀬２ 3,200

クラッシャーラン C-40 m3 雲南１ 3,100

クラッシャーラン C-40 m3 雲南２ 3,500

クラッシャーラン C-40 m3 雲南３ 3,300

クラッシャーラン C-40 m3 仁多 3,400

クラッシャーラン C-40 m3 出雲１ 3,400

クラッシャーラン C-40 m3 出雲２ 3,400

クラッシャーラン C-40 m3 出雲３ 3,400

クラッシャーラン C-40 m3 大田 3,300

クラッシャーラン C-40 m3 県央１ 3,100

クラッシャーラン C-40 m3 県央２ 3,100

クラッシャーラン C-40 m3 浜田１ 3,100 旧浜田市、旧三隅町

クラッシャーラン C-40 m3 浜田１ 3,100 旧江津市

クラッシャーラン C-40 m3 浜田２ 3,100

クラッシャーラン C-40 m3 浜田３ 3,400
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クラッシャーラン C-40 m3 益田１ 3,100

クラッシャーラン C-40 m3 益田２ 3,100

クラッシャーラン C-40 m3 益田３ 3,100

クラッシャーラン C-40 m3 津和野１ 4,700

クラッシャーラン C-40 m3 津和野２ 4,700

クラッシャーラン C-40 m3 津和野３ 5,900

クラッシャーラン C-40 m3 隠岐１ 3,300

クラッシャーラン C-40 m3 隠岐２ 5,650

クラッシャーラン C-40 m3 隠岐３ 5,650

コンクリートＬ形 C250A(350×175×600) 個 本土 27-4

コンクリートＬ形 C250A(350×175×600) 個 隠岐 *1

コンクリートＬ形 C250B(450×175×600) 個 本土 27-4

コンクリートＬ形 C250B(450×175×600) 個 隠岐 *1

鉄筋コンクリートL形 250A(350×155×600) 個 本土 27-4

鉄筋コンクリートL形 250A(350×155×600) 個 隠岐 *1

鉄筋コンクリートL形 250B(450×155×600) 個 本土 27-4

鉄筋コンクリートL形 250B(450×155×600) 個 隠岐 *1

鉄筋コンクリートL形 350(550×155×600) 個 本土 27-4

鉄筋コンクリートL形 350(550×155×600) 個 隠岐 *1

亜鉛アルミメッキ鋼線 径6mm t 本土 27-4

亜鉛アルミメッキ鋼線 径6mm t 隠岐 *1

亜鉛アルミメッキ鋼線 径8mm t 本土 27-4

亜鉛アルミメッキ鋼線 径8mm t 隠岐 *1

樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm m2 本土 27-4

樹脂発泡体(15倍発泡) t=10mm m2 隠岐 -

樹脂発泡体(30倍発泡) t=10mm m2 本土 27-4

樹脂発泡体(30倍発泡) t=10mm m2 隠岐 -

瀝青繊維質目地板 t=20mm m2 統一 27-4

樹脂発泡体(15倍発泡) t=20mm m2 本土 27-4

樹脂発泡体(15倍発泡) t=20mm m2 隠岐 -

樹脂発泡体(30倍発泡) t=20mm m2 本土 27-4

樹脂発泡体(30倍発泡) t=20mm m2 隠岐 -
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塩ビ止水板 FF 幅200×厚さ5mm m 統一 27-4

塩ビ止水板 FC 幅200×厚さ5mm m 統一 27-4

塩ビ止水板 CC 幅200×厚さ5mm m 統一 27-4

塩ビ止水板 UC 幅300×厚さ7mm m 統一 27-4

塩ビ止水板 S.R 幅200×厚さ5mm m 統一 -

塩ビ止水板 S.SF 幅200×厚さ5mm m 統一 27-4

歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600) 個 本土 27-4

歩車道境界ブロック A種(150/170×200×600) 個 隠岐 *1

歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 個 本土 27-4

歩車道境界ブロック C種(180/210×300×600) 個 隠岐 *1

地先境界ブロック B種(150×120×600) 個 本土 27-4

地先境界ブロック B種(150×120×600) 個 隠岐 *1

地先境界ブロック C種(150×150×600) 個 本土 27-4

地先境界ブロック C種(150×150×600) 個 隠岐 *1

長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 赤系 kg 本土 27-4

長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 赤系 kg 隠岐 *1

長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 青緑系 kg 本土 27-4

長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 青緑系 kg 隠岐 *1

長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 黄色系 kg 本土 27-4

長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 黄色系 kg 隠岐 *1

長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 中彩A kg 本土 27-4

長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 中彩A kg 隠岐 *1

長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 中彩B kg 本土 27-4

長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 中彩B kg 隠岐 *1

長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 白色 kg 本土 27-4

長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 白色 kg 隠岐 *1

塩化ゴム系塗料 中塗 赤系 kg 本土 27-4

塩化ゴム系塗料 中塗 赤系 kg 隠岐 *1

塩化ゴム系塗料 中塗 青緑系 kg 本土 27-4

塩化ゴム系塗料 中塗 青緑系 kg 隠岐 *1

塩化ゴム系塗料 中塗 黄色系 kg 本土 27-4

塩化ゴム系塗料 中塗 黄色系 kg 隠岐 *1
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塩化ゴム系塗料 中塗 中彩A kg 本土 27-4

塩化ゴム系塗料 中塗 中彩A kg 隠岐 *1

塩化ゴム系塗料 中塗 中彩B kg 本土 27-4

塩化ゴム系塗料 中塗 中彩B kg 隠岐 *1

塩化ゴム系塗料 中塗 白色 kg 本土 27-4

塩化ゴム系塗料 中塗 白色 kg 隠岐 *1

長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 赤系 kg 本土 27-4

長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 赤系 kg 隠岐 *1

長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 青緑系 kg 本土 27-4

長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 青緑系 kg 隠岐 *1

長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 黄色系 kg 本土 27-4

長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 黄色系 kg 隠岐 *1

長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 中彩A kg 本土 27-4

長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 中彩A kg 隠岐 *1

長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 中彩B kg 本土 27-4

長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 中彩B kg 隠岐 *1

長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 白色 kg 本土 27-4

長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 白色 kg 隠岐 *1

塩化ゴム系塗料 上塗 赤系 kg 本土 27-4

塩化ゴム系塗料 上塗 赤系 kg 隠岐 *1

塩化ゴム系塗料 上塗 青緑系 kg 本土 27-4

塩化ゴム系塗料 上塗 青緑系 kg 隠岐 *1

塩化ゴム系塗料 上塗 黄色系 kg 本土 27-4

塩化ゴム系塗料 上塗 黄色系 kg 隠岐 *1

塩化ゴム系塗料 上塗 中彩A kg 本土 27-4

塩化ゴム系塗料 上塗 中彩A kg 隠岐 *1

塩化ゴム系塗料 上塗 中彩B kg 本土 27-4

塩化ゴム系塗料 上塗 中彩B kg 隠岐 *1

塩化ゴム系塗料 上塗 白色 kg 本土 27-4

塩化ゴム系塗料 上塗 白色 kg 隠岐 *1

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径200mm m 本土 27-4

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径200mm m 隠岐 *1
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鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径250mm m 本土 27-4

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径250mm m 隠岐 *1

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径350mm m 本土 27-4

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径350mm m 隠岐 *1

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径400mm m 本土 27-4

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径400mm m 隠岐 *1

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径500mm m 本土 27-4

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径500mm m 隠岐 *1

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径700mm m 本土 27-4

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径700mm m 隠岐 *1

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径800mm m 本土 27-4

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径800mm m 隠岐 *1

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径900mm m 本土 27-4

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径900mm m 隠岐 *1

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径1100mm m 本土 27-4

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径1100mm m 隠岐 *1

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径1200mm m 本土 27-4

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径1200mm m 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅700×高700×長2000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅700×高700×長2000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅800×高800×長2000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅800×高800×長2000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅900×高600×長2000 個 本土 -

RCボックスカルバート 幅900×高600×長2000 個 隠岐 -

RCボックスカルバート 幅900×高900×長2000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅900×高900×長2000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅1000×高800×長2000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅1000×高800×長2000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅1000×高1000×長2000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅1000×高1000×長2000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅1100×高1100×長2000 個 本土 -

RCボックスカルバート 幅1100×高1100×長2000 個 隠岐 -
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RCボックスカルバート 幅1200×高800×長2000 個 本土 -

RCボックスカルバート 幅1200×高800×長2000 個 隠岐 -

RCボックスカルバート 幅1200×高1000×長2000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅1200×高1000×長2000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅1200×高1200×長2000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅1200×高1200×長2000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅1200×高1500×長2000 個 本土 -

RCボックスカルバート 幅1200×高1500×長2000 個 隠岐 -

RCボックスカルバート 幅1300×高1300×長2000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅1300×高1300×長2000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅1400×高1400×長2000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅1400×高1400×長2000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅1500×高1200×長2000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅1500×高1200×長2000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅1800×高1500×長2000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅1800×高1500×長2000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅1800×高1800×長2000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅1800×高1800×長2000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅2000×高1500×長2000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅2000×高1500×長2000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅2000×高1800×長2000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅2000×高1800×長2000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅2000×高2000×長2000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅2000×高2000×長2000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅2200×高1800×長1500 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅2200×高1800×長1500 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅2200×高2200×長1500 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅2200×高2200×長1500 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅2300×高2000×長1500 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅2300×高2000×長1500 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅2300×高2300×長1500 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅2300×高2300×長1500 個 隠岐 *1
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RCボックスカルバート 幅2400×高2000×長1500 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅2400×高2000×長1500 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅2400×高2400×長1500 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅2400×高2400×長1500 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅2500×高1500×長1500 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅2500×高1500×長1500 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅2500×高1800×長1500 個 本土 -

RCボックスカルバート 幅2500×高1800×長1500 個 隠岐 -

RCボックスカルバート 幅2500×高2000×長1500 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅2500×高2000×長1500 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅2800×高2000×長1000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅2800×高2000×長1000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅2800×高2500×長1000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅2800×高2500×長1000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅3000×高1500×長1000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅3000×高1500×長1000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅3000×高2500×長1000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅3000×高2500×長1000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅3500×高2000×長1000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅3500×高2000×長1000 個 隠岐 *1

RCボックスカルバート 幅3500×高2500×長1000 個 本土 27-4

RCボックスカルバート 幅3500×高2500×長1000 個 隠岐 *1

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径50mm m 本土 27-4

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径50mm m 隠岐 *1

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径60mm m 本土 27-4

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径60mm m 隠岐 *1

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径100mm m 本土 27-4

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径100mm m 隠岐 *1

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径125mm m 本土 27-4

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径125mm m 隠岐 *1

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径150mm m 本土 27-4

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径150mm m 隠岐 *1
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ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径200mm m 本土 27-4

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径200mm m 隠岐 *1

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径250mm m 本土 27-4

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径250mm m 隠岐 *1

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径350mm m 本土 27-4

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径350mm m 隠岐 *1

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径400mm m 本土 27-4

ポリエチレン吸水管(有孔･無孔) フィルターなし薄肉管 呼び径400mm m 隠岐 *1

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径50mm m 本土 27-4

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径50mm m 隠岐 -

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径60mm m 本土 27-4

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径60mm m 隠岐 -

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径65mm m 本土 27-4

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径65mm m 隠岐 -

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径75mm m 本土 27-4

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径75mm m 隠岐 *1

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径80mm m 本土 27-4

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径80mm m 隠岐 -

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径100mm m 本土 27-4

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径100mm m 隠岐 *1

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径150mm m 本土 27-4

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径150mm m 隠岐 *1

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径200mm m 本土 27-4

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径200mm m 隠岐 *1

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径250mm m 本土 27-4

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径250mm m 隠岐 *1

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径300mm m 本土 27-4

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径300mm m 隠岐 *1

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径350mm m 本土 27-4

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径350mm m 隠岐 *1

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径400mm m 本土 27-4

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径400mm m 隠岐 *1
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<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径450mm m 本土 27-4

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径450mm m 隠岐 *1

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径500mm m 本土 27-4

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径500mm m 隠岐 *1

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径600mm m 本土 27-4

<ダブル構造>内面平滑管(有孔･無孔) 呼び径600mm m 隠岐 *1

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径50mm m 本土 27-4

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径50mm m 隠岐 -

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径60mm m 本土 27-4

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径60mm m 隠岐 -

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径65mm m 本土 27-4

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径65mm m 隠岐 -

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径100mm m 本土 27-4

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径100mm m 隠岐 *1

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径150mm m 本土 27-4

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径150mm m 隠岐 *1

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径200mm m 本土 27-4

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径200mm m 隠岐 *1

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径250mm m 本土 27-4

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径250mm m 隠岐 *1

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径350mm m 本土 27-4

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径350mm m 隠岐 *1

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径400mm m 本土 27-4

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径400mm m 隠岐 *1

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径450mm m 本土 27-4

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径450mm m 隠岐 *1

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径600mm m 本土 27-4

<シングル構造>内面波付管(有孔･無孔) 呼び径600mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形300mm 板厚1.6mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形300mm 板厚1.6mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形300mm 板厚2.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形300mm 板厚2.0mm m 隠岐 *1
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コルゲートパイプ 円形1形400mm 板厚1.6mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形400mm 板厚1.6mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形400mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形400mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形600mm 板厚1.6mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形600mm 板厚1.6mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形600mm 板厚2.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形600mm 板厚2.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形600mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形600mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形600mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形600mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形600mm 板厚4.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形600mm 板厚4.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形800mm 板厚1.6mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形800mm 板厚1.6mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形800mm 板厚2.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形800mm 板厚2.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形800mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形800mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形800mm 板厚4.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形800mm 板厚4.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形1000mm 板厚1.6mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1000mm 板厚1.6mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形1000mm 板厚2.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1000mm 板厚2.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形1000mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1000mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形1000mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1000mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形1000mm 板厚4.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1000mm 板厚4.0mm m 隠岐 *1
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４－３－１　　材料（施工パッケージ用単価）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コルゲートパイプ 円形1形1200mm 板厚2.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1200mm 板厚2.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形1200mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1200mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形1200mm 板厚4.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1200mm 板厚4.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形1350mm 板厚2.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1350mm 板厚2.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形1350mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1350mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形1350mm 板厚4.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1350mm 板厚4.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形1500mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1500mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形1500mm 板厚4.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1500mm 板厚4.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形1650mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1650mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形1650mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1650mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形1650mm 板厚4.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1650mm 板厚4.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形1形1800mm 板厚4.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形1形1800mm 板厚4.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形2000mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形2000mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形2000mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形2000mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形2000mm 板厚4.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形2000mm 板厚4.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形2000mm 板厚5.3mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形2000mm 板厚5.3mm m 隠岐 *1
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４－３－１　　材料（施工パッケージ用単価）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コルゲートパイプ 円形2形2000mm 板厚6.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形2000mm 板厚6.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形2000mm 板厚7.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形2000mm 板厚7.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形2500mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形2500mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形2500mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形2500mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形2500mm 板厚4.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形2500mm 板厚4.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形2500mm 板厚5.3mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形2500mm 板厚5.3mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形2500mm 板厚6.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形2500mm 板厚6.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形2500mm 板厚7.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形2500mm 板厚7.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形3000mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形3000mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形3000mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形3000mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形3000mm 板厚4.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形3000mm 板厚4.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形3000mm 板厚5.3mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形3000mm 板厚5.3mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形3000mm 板厚6.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形3000mm 板厚6.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形3000mm 板厚7.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形3000mm 板厚7.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形3500mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形3500mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形3500mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形3500mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1
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４－３－１　　材料（施工パッケージ用単価）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コルゲートパイプ 円形2形3500mm 板厚4.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形3500mm 板厚4.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形3500mm 板厚5.3mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形3500mm 板厚5.3mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形3500mm 板厚6.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形3500mm 板厚6.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形3500mm 板厚7.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形3500mm 板厚7.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形4000mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形4000mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形4000mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形4000mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形4000mm 板厚4.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形4000mm 板厚4.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形4000mm 板厚5.3mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形4000mm 板厚5.3mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形4000mm 板厚6.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形4000mm 板厚6.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形4000mm 板厚7.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形4000mm 板厚7.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形4500mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形4500mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形4500mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形4500mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形4500mm 板厚4.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形4500mm 板厚4.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形4500mm 板厚5.3mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形4500mm 板厚5.3mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形4500mm 板厚6.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形4500mm 板厚6.0mm m 隠岐 *1

コルゲートパイプ 円形2形4500mm 板厚7.0mm m 本土 27-4

コルゲートパイプ 円形2形4500mm 板厚7.0mm m 隠岐 *1
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４－３－１　　材料（施工パッケージ用単価）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コルゲートフリューム A形 350×350mm 板厚2.0mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム A形 350×350mm 板厚2.0mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム A形 350×350mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム A形 350×350mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム A形 400×400mm 板厚2.0mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム A形 400×400mm 板厚2.0mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム A形 400×400mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム A形 400×400mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム A形 500×500mm 板厚2.0mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム A形 500×500mm 板厚2.0mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム A形 500×500mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム A形 500×500mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム A形 500×500mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム A形 500×500mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム A形 600×600mm 板厚2.0mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム A形 600×600mm 板厚2.0mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム A形 600×600mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム A形 600×600mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム A形 600×600mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム A形 600×600mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム A形 700×700mm 板厚2.0mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム A形 700×700mm 板厚2.0mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム A形 700×700mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム A形 700×700mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム A形 700×700mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム A形 700×700mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム B形 800×750mm 板厚2.0mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム B形 800×750mm 板厚2.0mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム B形 800×750mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム B形 800×750mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム B形 800×750mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム B形 800×750mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1
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４－３－１　　材料（施工パッケージ用単価）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

コルゲートフリューム B形 900×800mm 板厚2.0mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム B形 900×800mm 板厚2.0mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム B形 900×800mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム B形 900×800mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム B形 900×800mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム B形 900×800mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム B形 1000×850mm 板厚2.0mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム B形 1000×850mm 板厚2.0mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム B形 1000×850mm 板厚2.7mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム B形 1000×850mm 板厚2.7mm m 隠岐 *1

コルゲートフリューム B形 1000×850mm 板厚3.2mm m 本土 27-4

コルゲートフリューム B形 1000×850mm 板厚3.2mm m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VP50 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VP50 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VP65 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VP65 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VP75 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VP75 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VP100 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VP100 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VP125 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VP125 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VP150 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VP150 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VP250 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VP250 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VP300 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VP300 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VU50 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VU50 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VU65 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VU65 m 隠岐 *1
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４－３－１　　材料（施工パッケージ用単価）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

硬質ポリ塩化ビニル管 VU75 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VU75 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VU100 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VU100 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VU125 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VU125 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VU150 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VU150 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VU200 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VU200 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VU250 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VU250 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VU300 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VU300 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VU350 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VU350 m 隠岐 *1

硬質ポリ塩化ビニル管 VU400 m 本土 27-4

硬質ポリ塩化ビニル管 VU400 m 隠岐 *1
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４－４－１　　市場単価（施工パッケージ用単価）

名称 規格 単位 単価地区運搬換算質量 単価 注釈 摘要

鉄筋工 一般構造物 t 統一 *2

型枠組立組外[クレーン抜き] 根固ブロック m2 本土 *2

型枠組立組外[クレーン抜き] 根固ブロック m2 隠岐 3,150

コンクリート打設[直接打設] 根固ブロック m3 本土 *2

コンクリート打設[直接打設] 根固ブロック m3 隠岐 2,400

コンクリート打設[ポンプ車打設] 根固ブロック m3 本土 *2

コンクリート打設[ポンプ車打設] 根固ブロック m3 隠岐 3,600

コンクリート打設[クレーン打設] 根固ブロック m3 本土 *2

コンクリート打設[クレーン打設] 根固ブロック m3 隠岐 2,400

底面工･ルーフィング m2 本土 *2

底面工･ルーフィング m2 隠岐 340
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コンクリートブロック積（環境保全型）

（単位：円/個）

横 縦 奥行
松江1･2
広瀬1･2

雲南1･2･3
仁多

出雲1･2･3
大田
県央1･2

浜田1･2･3
益田1･2･3
津和野1･
2･3

隠岐1･2･3

ウェーブ500型 Ａ型 1000 500 500 6,100 6,100 6,100 6,630 8,020

ウェーブ600型 Ａ型 1000 500 600 7,730 7,730 7,730 8,490 10,400

ウェーブツイン500型 標準ブロック 2000 500 500 12,200 12,200 12,200 13,340 16,200

ウェーブツイン650型 標準ブロック 2000 500 650 15,800 15,800 15,800 17,400 21,500

ウェーブツイン750型 標準ブロック 2000 500 750 17,800 17,800 17,800 19,470 23,800

エコグラス50 標準 1000 500 500 8,190 8,190 8,190 8,190 10,000

エコグリーン（50型） 50型 1000 500 500 7,820 7,820 7,820 7,820 9,630

エコグリーン（75型） 75型 1000 500 750 10,500 10,500 10,500 10,500 12,900

カゴボックス多段積みタイプ 標準タイプ 2000 500 1000 12,900 12,900 12,900 13,970 16,900

グリーンヴィット3 5型 標準型(3 5型) 1250 400 730 8,190 8,190 8,190 8,190 10,000

グリーンヴィットL3型 L5型 Ｌ3型 L5型 1250 400 790 10,500 10,500 10,500 10,500 12,800

ＫＧブロック 環境保全型 1000 500 500 6,440 ‐ ‐ ‐ ‐

彩陣５００型 500型 1250 800 500 13,600 13,600 13,600 14,950 18,600

ネスツー500型 500型 707 707 500 7,000 7,000 7,000 7,000 9,020

ネストン 標準ブロック 1000 500 500 ‐ ‐ 6,460 6,460 ‐

ビオトーンⅡ型500（Ａタイプ） ＡタイプⅡ型500型 2000 500 500 12,100 12,100 12,100 13,200 16,200

ひととせ（500型） 500型 2000 500 500 12,000 12,000 12,000 13,250 16,600

ひととせ（650型） 650型 2000 500 650 16,000 16,000 16,000 17,880 23,000

種別名称

地区名規格（寸法（㎜））

備考

422



コンクリートブロック積（環境保全型）

（単位：円/個）

横 縦 奥行
松江1･2
広瀬1･2

雲南1･2･3
仁多

出雲1･2･3
大田
県央1･2

浜田1･2･3
益田1･2･3
津和野1･
2･3

隠岐1･2･3
種別名称

地区名規格（寸法（㎜））

備考

ひととせ（750型） 750型 2000 500 750 18,000 18,000 18,000 19,460 23,400

ふる里（35型）3分タイプ Ａ形 35型 2500 400 500 17,500 17,500 17,500 17,500 24,300

ふる里（35型）5分タイプ Ａ形 35型 2500 400 500 17,500 17,500 17,500 17,500 24,300

ふる里（50型）3分タイプ Ａ形 50型 2500 400 650 22,400 22,400 22,400 22,400 31,300

ふる里（50型）5分タイプ Ａ形 50型 2500 400 650 22,400 22,400 22,400 22,400 31,300

プロテクトⅢ（500型） 底無 500型 2000 500 500 13,100 13,100 13,100 14,010 16,600

プロテクトⅢ（650A型） 底無 650型 2000 500 650 15,300 15,300 15,300 16,600 20,300

プロテクトⅢ（750型） 底無 750型 2000 500 750 16,200 16,200 16,200 17,600 21,500

ポラグラスⅠ型 標準型（裏コンなし） 1250 400 500 7,100 7,100 7,100 7,570 8,860

ポラグラスⅡ型 標準型（裏コンなし） 1250 400 500 6,600 6,600 6,600 7,070 8,360

エコボックス・マジックタイプ 1000Ａ 斜め 2000 1000 1000 47,600 47,600 47,600 50,580 58,700

エコボックス・マジックタイプ 1500Ａ 斜め 2000 1000 1500 58,100 58,100 58,100 61,660 71,400

エコボックス・マジックタイプ 2000Ａ 斜め 2000 1000 2000 65,700 65,700 65,700 69,800 81,000

エコボックス・マジックタイプ 2500Ａ 斜め 2000 1000 2500 74,700 74,700 74,700 79,470 92,600

エコボックス・マジックタイプ 3000Ａ 斜め 2000 1000 3000 87,400 87,400 87,400 92,870 107,000

ふる里（35型）1割タイプ Ａ形 35型 2500 400 500 17,500 17,500 17,500 19,340 24,300

水藻  400 250 350 770 770 770 840 1,050
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