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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

鋼製排水溝設置工

m 隠岐 3,983

m 隠岐 3,239

m 隠岐 4,901

m 隠岐 4,157

m 隠岐 4,209

m 隠岐 3,420

m 隠岐 5,127

m 隠岐 4,338

m 隠岐 4,510

m 隠岐 3,662

m 隠岐 5,428

m 隠岐 4,580鋼製排水溝設置工
時間的制約著受  製品質量100kg/個以上
溶接無 機・労 昼間単価

鋼製排水溝設置工
時間的制約無  製品質量100kg/個未満
溶接有 機・労 昼間単価

鋼製排水溝設置工
時間的制約無  製品質量100kg/個以上
溶接有 機・労 昼間単価

鋼製排水溝設置工
時間的制約無  製品質量100kg/個未満
溶接無 機・労 昼間単価

鋼製排水溝設置工
時間的制約無  製品質量100kg/個以上
溶接無 機・労 昼間単価

鋼製排水溝設置工

鋼製排水溝設置工
時間的制約著受  製品質量100kg/個未満
溶接無 機・労 昼間単価

鋼製排水溝設置工

単価単価地区 備考コード 名称 規格・寸法 単位

鋼製排水溝設置工
時間的制約著受  製品質量100kg/個未満
溶接有 機・労 昼間単価

時間的制約受  製品質量100kg/個未満
溶接無 機・労 昼間単価

鋼製排水溝設置工
時間的制約受  製品質量100kg/個未満
溶接有 機・労 昼間単価

時間的制約受  製品質量100kg/個以上
溶接無 機・労 昼間単価

鋼製排水溝設置工
時間的制約受  製品質量100kg/個以上
溶接有 機・労 昼間単価

鋼製排水溝設置工
時間的制約著受  製品質量100kg/個以上
溶接有 機・労 昼間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

m2 隠岐 987.1

m2 隠岐 1,907

m2 隠岐 1,046

m2 隠岐 1,995

m2 隠岐 1,125

m2 隠岐 2,113

m2 隠岐 1,282

m2 隠岐 2,481

m2 隠岐 1,359

m2 隠岐 2,596

m2 隠岐 1,461

m2 隠岐 2,749

m2 隠岐 517.8

m2 隠岐 856.8

m2 隠岐 539.4

m2 隠岐 889.1

m2 隠岐 568.3

m2 隠岐 932.2

m2 隠岐 624.9

m2 隠岐 1,070

単位 単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法

下地処理施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
高所作業車
機・労 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
固定足場
機・労・材 昼間単価

下地処理施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
高所作業車
機・労 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
固定足場
機・労 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
固定足場
機・労 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
固定足場
機・労 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
高所作業車
機・労 昼間単価

下地処理施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
高所作業車
機・労 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
固定足場
機・労 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
高所作業車
機・労 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
固定足場
機・労 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
高所作業車
機・労 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
固定足場
機・労 昼間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

単位 単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法

m2 隠岐 653

m2 隠岐 1,112

m2 隠岐 690.5

m2 隠岐 1,168

m2 隠岐 1,538

m2 隠岐 2,560

m2 隠岐 1,602

m2 隠岐 2,657

m2 隠岐 1,689

m2 隠岐 2,786

m2 隠岐 1,864

m2 隠岐 3,191

m2 隠岐 1,948

m2 隠岐 3,317

m2 隠岐 2,061

m2 隠岐 3,485

m2 隠岐 873.1

m2 隠岐 1,287

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
固定足場
機・労・材 昼間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

単位 単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法

m2 隠岐 899.1

m2 隠岐 1,326

m2 隠岐 933.6

m2 隠岐 1,378

m2 隠岐 1,002

m2 隠岐 1,533

m2 隠岐 1,036

m2 隠岐 1,584

m2 隠岐 1,081

m2 隠岐 1,651

m2 隠岐 917.3

m2 隠岐 1,331

m2 隠岐 943.3

m2 隠岐 1,371

m2 隠岐 977.8

m2 隠岐 1,423

m2 隠岐 1,046

m2 隠岐 1,577

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 昼間単価

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
固定足場
機・労・材 昼間単価

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
固定足場
機・労・材 昼間単価

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 昼間単価

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 昼間単価

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
固定足場
機・労・材 昼間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

単位 単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法

m2 隠岐 1,080

m2 隠岐 1,628

m2 隠岐 1,125

m2 隠岐 1,695

m2 隠岐 971.6

m2 隠岐 1,386

m2 隠岐 997.5

m2 隠岐 1,425

m2 隠岐 1,032

m2 隠岐 1,477

m2 隠岐 1,101

m2 隠岐 1,632

m2 隠岐 1,134

m2 隠岐 1,682

m2 隠岐 1,179

m2 隠岐 1,749

m2 隠岐 1,006

m2 隠岐 1,420

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 昼間単価

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
固定足場
機・労・材 昼間単価

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 昼間単価

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
固定足場
機・労・材 昼間単価

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 昼間単価

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 昼間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

単位 単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法

m2 隠岐 1,032

m2 隠岐 1,460

m2 隠岐 1,066

m2 隠岐 1,512

m2 隠岐 1,136

m2 隠岐 1,666

m2 隠岐 1,169

m2 隠岐 1,717

m2 隠岐 1,214

m2 隠岐 1,784

m2 隠岐 1,480

m2 隠岐 2,644

m2 隠岐 1,569

m2 隠岐 2,777

m2 隠岐 1,688

m2 隠岐 2,954

m2 隠岐 1,923

m2 隠岐 3,441

m2 隠岐 2,039

下地処理施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
固定足場
機・労 夜間単価

下地処理施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
高所作業車
機・労 夜間単価

下地処理施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
高所作業車
機・労 夜間単価

下地処理施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
固定足場
機・労 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
固定足場
機・労・材 昼間単価

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 昼間単価

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
高所作業車
機・労 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
固定足場
機・労 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
高所作業車
機・労 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
固定足場
機・労 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
固定足場
機・労 夜間単価

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 昼間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

単位 単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法

m2 隠岐 3,613

m2 隠岐 2,192

m2 隠岐 3,844

m2 隠岐 698.3

m2 隠岐 1,126

m2 隠岐 730.8

m2 隠岐 1,174

m2 隠岐 774.1

m2 隠岐 1,239

m2 隠岐 859.1

m2 隠岐 1,421

m2 隠岐 901.2

m2 隠岐 1,485

m2 隠岐 957.4

m2 隠岐 1,569

m2 隠岐 2,077

m2 隠岐 3,369

m2 隠岐 2,175

m2 隠岐 3,514

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
高所作業車
機・労 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
高所作業車
機・労 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

プライマー塗布（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地処理施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
固定足場
機・労 夜間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

単位 単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法

m2 隠岐 2,304

m2 隠岐 3,709

m2 隠岐 2,567

m2 隠岐 4,243

m2 隠岐 2,694

m2 隠岐 4,432

m2 隠岐 2,863

m2 隠岐 4,684

m2 隠岐 1,089

m2 隠岐 1,613

m2 隠岐 1,128

m2 隠岐 1,671

m2 隠岐 1,179

m2 隠岐 1,749

m2 隠岐 1,283

m2 隠岐 1,954

m2 隠岐 1,334

m2 隠岐 2,029

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

下地調整（ＣＣ－Ａ塗装，ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

単位 単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法

m2 隠岐 1,401

m2 隠岐 2,130

m2 隠岐 1,133

m2 隠岐 1,657

m2 隠岐 1,172

m2 隠岐 1,715

m2 隠岐 1,224

m2 隠岐 1,794

m2 隠岐 1,327

m2 隠岐 1,998

m2 隠岐 1,378

m2 隠岐 2,073

m2 隠岐 1,445

m2 隠岐 2,174

m2 隠岐 1,187

m2 隠岐 1,711

m2 隠岐 1,226

m2 隠岐 1,770

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（中塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

9



１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

単位 単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法

m2 隠岐 1,278

m2 隠岐 1,848

m2 隠岐 1,381

m2 隠岐 2,052

m2 隠岐 1,432

m2 隠岐 2,128

m2 隠岐 1,499

m2 隠岐 2,229

m2 隠岐 1,222

m2 隠岐 1,746

m2 隠岐 1,261

m2 隠岐 1,804

m2 隠岐 1,313

m2 隠岐 1,883

m2 隠岐 1,416

m2 隠岐 2,087

m2 隠岐 1,467

m2 隠岐 2,162

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ａ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
固定足場
機・労・材 夜間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

単位 単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法

m2 隠岐 1,534

m2 隠岐 2,263

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
固定足場
機・労・材 夜間単価

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

塗装（上塗り）（ＣＣ－Ｂ塗装）
施工規模50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約著受
高所作業車
機・労・材 夜間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

表面含浸工

m2 隠岐 174.4

m2 隠岐 338.7

m2 隠岐 184.9

m2 隠岐 354.4

m2 隠岐 198.8

m2 隠岐 375.2

m2 隠岐 226.8

m2 隠岐 445.3

m2 隠岐 240.4

m2 隠岐 465.9

m2 隠岐 258.5

m2 隠岐 493.3

m2 隠岐 987.1

m2 隠岐 1,907

m2 隠岐 1,046

m2 隠岐 1,995

m2 隠岐 1,125

m2 隠岐 2,113

m2 隠岐 1,282

m2 隠岐 2,481

m2 隠岐 1,359

m2 隠岐 2,596

m2 隠岐 1,461

簡易清掃(昼間単価) 100m2以上
時間的制約著受
固定足場 機・労

簡易清掃(昼間単価) 100m2以上
時間的制約著受
高所作業車 機・労

簡易清掃(昼間単価) 100m2以上
時間的制約受
固定足場 機・労

簡易清掃(昼間単価) 100m2以上
時間的制約受
高所作業車 機・労

表面含浸工

表面含浸工

表面含浸工

表面含浸工

単価 備考単価地区

表面含浸工
簡易清掃(昼間単価) 100m2以上
時間的制約無
固定足場 機・労

表面含浸工
簡易清掃(昼間単価) 100m2以上
時間的制約無
高所作業車 機・労

表面含浸工
簡易清掃(昼間単価) 100m2未満
時間的制約無
固定足場 機・労

表面含浸工
簡易清掃(昼間単価) 100m2未満
時間的制約無
高所作業車 機・労

表面含浸工
下地処理(昼間単価) 100m2以上
時間的制約著受
固定足場 機・労

表面含浸工
下地処理(昼間単価) 100m2以上
時間的制約著受
高所作業車 機・労

表面含浸工
下地処理(昼間単価) 100m2以上
時間的制約受
固定足場 機・労

表面含浸工
下地処理(昼間単価) 100m2未満
時間的制約受
固定足場 機・労

表面含浸工
下地処理(昼間単価) 100m2未満
時間的制約受
高所作業車 機・労

表面含浸工
下地処理(昼間単価) 100m2未満
時間的制約著受
固定足場 機・労

コード 名称 規格・寸法 単位

表面含浸工
下地処理(昼間単価) 100m2未満
時間的制約無
固定足場 機・労

表面含浸工
下地処理(昼間単価) 100m2未満
時間的制約無
高所作業車 機・労

表面含浸工
下地処理(昼間単価) 100m2以上
時間的制約無
固定足場 機・労

表面含浸工
下地処理(昼間単価) 100m2以上
時間的制約無
高所作業車 機・労

表面含浸工
簡易清掃(昼間単価) 100m2未満
時間的制約著受
固定足場 機・労

表面含浸工
簡易清掃(昼間単価) 100m2未満
時間的制約著受
高所作業車 機・労

表面含浸工
簡易清掃(昼間単価) 100m2未満
時間的制約受
固定足場 機・労

表面含浸工
下地処理(昼間単価) 100m2以上
時間的制約受
高所作業車 機・労

表面含浸工
簡易清掃(昼間単価) 100m2未満
時間的制約受
高所作業車 機・労
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

表面含浸工

単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法 単位

m2 隠岐 2,749

m2 隠岐 622.3

m2 隠岐 1,175

m2 隠岐 659.6

m2 隠岐 1,230

m2 隠岐 709.4

m2 隠岐 1,304

m2 隠岐 808.6

m2 隠岐 1,529

m2 隠岐 857.1

m2 隠岐 1,600

m2 隠岐 921.8

m2 隠岐 1,696

m2 隠岐 261.7

m2 隠岐 469.2

m2 隠岐 277.4

m2 隠岐 492.7

m2 隠岐 298.3

m2 隠岐 524.1

m2 隠岐 340.2

m2 隠岐 616.8

m2 隠岐 360.6

m2 隠岐 647.6

表面含浸工
下地処理(昼間単価) 100m2未満
時間的制約著受
高所作業車 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(昼間単価) 100m2未満
時間的制約無
固定足場 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(昼間単価) 100m2未満
時間的制約無
高所作業車 機・労

表面含浸工
簡易清掃(夜間単価) 100m2未満
時間的制約受
固定足場 機・労

表面含浸工
簡易清掃(夜間単価) 100m2未満
時間的制約受
高所作業車 機・労

表面含浸工
簡易清掃(夜間単価) 100m2以上
時間的制約無
固定足場 機・労

表面含浸工
簡易清掃(夜間単価) 100m2以上
時間的制約無
高所作業車 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(昼間単価) 100m2未満
時間的制約著受
固定足場 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(昼間単価) 100m2未満
時間的制約著受
高所作業車 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(昼間単価) 100m2未満
時間的制約受
固定足場 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(昼間単価) 100m2未満
時間的制約受
高所作業車 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(昼間単価) 100m2以上
時間的制約著受
高所作業車 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(昼間単価) 100m2以上
時間的制約受
固定足場 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(昼間単価) 100m2以上
時間的制約受
高所作業車 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(昼間単価) 100m2以上
時間的制約無
固定足場 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(昼間単価) 100m2以上
時間的制約無
高所作業車 機・労

表面含浸工
簡易清掃(夜間単価) 100m2未満
時間的制約無
高所作業車 機・労

表面含浸工
簡易清掃(夜間単価) 100m2以上
時間的制約著受
固定足場 機・労

表面含浸工
簡易清掃(夜間単価) 100m2以上
時間的制約著受
高所作業車 機・労

表面含浸工
簡易清掃(夜間単価) 100m2以上
時間的制約受
固定足場 機・労

表面含浸工
簡易清掃(夜間単価) 100m2以上
時間的制約受
高所作業車 機・労

表面含浸工
簡易清掃(夜間単価) 100m2未満
時間的制約無
固定足場 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(昼間単価) 100m2以上
時間的制約著受
固定足場 機・労
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

表面含浸工

単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法 単位

m2 隠岐 387.8

m2 隠岐 688.8

m2 隠岐 1,480

m2 隠岐 2,644

m2 隠岐 1,569

m2 隠岐 2,777

m2 隠岐 1,688

m2 隠岐 2,954

m2 隠岐 1,923

m2 隠岐 3,441

m2 隠岐 2,039

m2 隠岐 3,613

m2 隠岐 2,192

m2 隠岐 3,844

m2 隠岐 933.5

m2 隠岐 1,634

m2 隠岐 989.5

m2 隠岐 1,717

m2 隠岐 1,064

m2 隠岐 1,827

m2 隠岐 1,213

m2 隠岐 2,126

m2 隠岐 1,285

表面含浸工
下地処理(夜間単価) 100m2以上
時間的制約無
高所作業車 機・労

表面含浸工
簡易清掃(夜間単価) 100m2未満
時間的制約著受
固定足場 機・労

表面含浸工
簡易清掃(夜間単価) 100m2未満
時間的制約著受
高所作業車 機・労

表面含浸工
下地処理(夜間単価) 100m2以上
時間的制約無
固定足場 機・労

表面含浸工
下地処理(夜間単価) 100m2未満
時間的制約無
固定足場 機・労

表面含浸工
下地処理(夜間単価) 100m2未満
時間的制約無
高所作業車 機・労

表面含浸工
下地処理(夜間単価) 100m2以上
時間的制約著受
固定足場 機・労

表面含浸工
下地処理(夜間単価) 100m2以上
時間的制約著受
高所作業車 機・労

表面含浸工
下地処理(夜間単価) 100m2以上
時間的制約受
固定足場 機・労

表面含浸工
下地処理(夜間単価) 100m2以上
時間的制約受
高所作業車 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(夜間単価) 100m2以上
時間的制約無
固定足場 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(夜間単価) 100m2以上
時間的制約無
高所作業車 機・労

表面含浸工
下地処理(夜間単価) 100m2未満
時間的制約著受
固定足場 機・労

表面含浸工
下地処理(夜間単価) 100m2未満
時間的制約著受
高所作業車 機・労

表面含浸工
下地処理(夜間単価) 100m2未満
時間的制約受
固定足場 機・労

表面含浸工
下地処理(夜間単価) 100m2未満
時間的制約受
高所作業車 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(夜間単価) 100m2未満
時間的制約受
固定足場 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(夜間単価) 100m2未満
時間的制約無
固定足場 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(夜間単価) 100m2未満
時間的制約無
高所作業車 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(夜間単価) 100m2以上
時間的制約著受
固定足場 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(夜間単価) 100m2以上
時間的制約著受
高所作業車 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(夜間単価) 100m2以上
時間的制約受
固定足場 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(夜間単価) 100m2以上
時間的制約受
高所作業車 機・労
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

表面含浸工

単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法 単位

m2 隠岐 2,233

m2 隠岐 1,382

m2 隠岐 2,376

表面含浸工
含浸材塗布(夜間単価) 100m2未満
時間的制約著受
固定足場 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(夜間単価) 100m2未満
時間的制約著受
高所作業車 機・労

表面含浸工
含浸材塗布(夜間単価) 100m2未満
時間的制約受
高所作業車 機・労
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

連続繊維シート補強工

m2 隠岐 2,193

m2 隠岐 4,004

m2 隠岐 2,325

m2 隠岐 4,196

m2 隠岐 2,501

m2 隠岐 4,451

m2 隠岐 913.4

m2 隠岐 1,647

m2 隠岐 967.9

m2 隠岐 1,725

m2 隠岐 1,041

m2 隠岐 1,829

m2 隠岐 2,131

m2 隠岐 3,926

m2 隠岐 2,258

m2 隠岐 4,113

m2 隠岐 2,429

m2 隠岐 4,362

m2 隠岐 2,537

m2 隠岐 4,674

備考

プライマー塗布時間的制約 受ける
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工
プライマー塗布時間的制約 著しく受ける
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工
プライマー塗布時間的制約 著しく受ける
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約無
目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約無
目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工
不陸修正時間的制約 著しく受ける
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工
不陸修正時間的制約 著しく受ける
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工
プライマー塗布時間的制約 受ける
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工
不陸修正時間的制約 受ける
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工
不陸修正時間的制約 受ける
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工
不陸修正時間的制約無
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工
不陸修正時間的制約無
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

コード 名称 規格・寸法 単位 単価単価地区

連続繊維シート補強工
下地処理時間的制約 著しく受ける
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工
下地処理時間的制約 著しく受ける
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工
下地処理時間的制約 受ける
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工
下地処理時間的制約 受ける
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工
下地処理時間的制約無
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工
下地処理時間的制約無
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工
プライマー塗布時間的制約無
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工
プライマー塗布時間的制約無
高所作業車
機・労 昼間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

連続繊維シート補強工

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価単価地区

m2 隠岐 3,178

m2 隠岐 5,723

m2 隠岐 4,229

m2 隠岐 7,904

m2 隠岐 2,689

m2 隠岐 4,897

m2 隠岐 3,369

m2 隠岐 5,995

m2 隠岐 4,483

m2 隠岐 8,279

m2 隠岐 2,892

m2 隠岐 5,194

m2 隠岐 3,623

m2 隠岐 6,358

m2 隠岐 4,822

m2 隠岐 8,779

m2 隠岐 1,094

m2 隠岐 2,014

m2 隠岐 1,159

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 受ける
目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 受ける
目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 受ける
目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約無
目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約無
目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 受ける
目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約無
目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約無
目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 著しく受ける
目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 著しく受ける
目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 著しく受ける
目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 受ける
目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 受ける
目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）
時間的制約 受ける
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）
時間的制約無
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）
時間的制約無
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 著しく受ける
目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 著しく受ける
目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 著しく受ける
目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 昼間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

連続繊維シート補強工

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価単価地区

m2 隠岐 2,111

m2 隠岐 1,247

m2 隠岐 2,240

m2 隠岐 3,290

m2 隠岐 5,603

m2 隠岐 3,488

m2 隠岐 5,890

m2 隠岐 3,751

m2 隠岐 6,274

m2 隠岐 1,370

m2 隠岐 2,299

m2 隠岐 1,452

m2 隠岐 2,417

m2 隠岐 1,561

m2 隠岐 2,573

m2 隠岐 3,196

m2 隠岐 5,485

m2 隠岐 3,388

m2 隠岐 5,765

m2 隠岐 3,644

m2 隠岐 6,140

連続繊維シート補強工

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）
時間的制約 著しく受ける
固定足場
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）
時間的制約 著しく受ける
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）
時間的制約 受ける
高所作業車
機・労 昼間単価

連続繊維シート補強工
不陸修正時間的制約 著しく受ける
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
不陸修正時間的制約 著しく受ける
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
不陸修正時間的制約無
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
不陸修正時間的制約無
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
不陸修正時間的制約 受ける
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
不陸修正時間的制約 受ける
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
プライマー塗布時間的制約 受ける
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
プライマー塗布時間的制約 著しく受ける
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
プライマー塗布時間的制約 著しく受ける
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
プライマー塗布時間的制約無
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
プライマー塗布時間的制約無
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
プライマー塗布時間的制約 受ける
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
下地処理時間的制約 著しく受ける
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
下地処理時間的制約 受ける
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
下地処理時間的制約 受ける
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
下地処理時間的制約無
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
下地処理時間的制約無
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工
下地処理時間的制約 著しく受ける
固定足場
機・労 夜間単価

18



１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

連続繊維シート補強工

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価単価地区

m2 隠岐 3,805

m2 隠岐 6,530

m2 隠岐 4,768

m2 隠岐 7,994

m2 隠岐 6,344

m2 隠岐 11,030

m2 隠岐 4,034

m2 隠岐 6,864

m2 隠岐 5,054

m2 隠岐 8,402

m2 隠岐 6,725

m2 隠岐 11,590

m2 隠岐 4,338

m2 隠岐 7,310

m2 隠岐 5,435

m2 隠岐 8,948

m2 隠岐 7,233

m2 隠岐 12,340

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 受ける
目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 著しく受ける
目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 著しく受ける
目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 著しく受ける
目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 受ける
目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 受ける
目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 著しく受ける
目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 著しく受ける
目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 著しく受ける
目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約無
目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約無
目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約無
目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 受ける
目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 受ける
目付量２００ｇ／ｍ２以上４００ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約 受ける
目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約無
目付量４００ｇ／ｍ２以上６００ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約無
目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート本体貼付（一層当たり）
時間的制約無
目付量６００ｇ／ｍ２以上８５０ｇ／ｍ２未満
高所作業車
機・労 夜間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

連続繊維シート補強工

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価単価地区

m2 隠岐 1,641

m2 隠岐 2,820

m2 隠岐 1,740

m2 隠岐 2,965

m2 隠岐 1,871

m2 隠岐 3,158

連続繊維シート補強工

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）
時間的制約 著しく受ける
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）
時間的制約 著しく受ける
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）
時間的制約 受ける
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）
時間的制約無
固定足場
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）
時間的制約無
高所作業車
機・労 夜間単価

連続繊維シート補強工

仕上げ塗装（中塗り＋上塗り）
時間的制約 受ける
固定足場
機・労 夜間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

剥落防止工（アラミドメッシュ） 

m2 隠岐 2,029

m2 隠岐 3,743

m2 隠岐 2,151

m2 隠岐 3,921

m2 隠岐 2,313

m2 隠岐 4,158

m2 隠岐 3,044

m2 隠岐 5,227

m2 隠岐 3,227

m2 隠岐 5,494

m2 隠岐 3,470

m2 隠岐 5,850

備考単価単価地区コード 名称 規格・寸法 単位

剥落防止工（アラミドメッシュ）

アラミドメッシュ本体貼付
時間的制約無
目付量９０・１８０ｇ／ｍ２
固定足場
機・労 昼間単価

剥落防止工（アラミドメッシュ）

アラミドメッシュ本体貼付
時間的制約無
目付量９０・１８０ｇ／ｍ２
高所作業車
機・労 昼間単価

剥落防止工（アラミドメッシュ）

アラミドメッシュ本体貼付
時間的制約 受ける
目付量９０・１８０ｇ／ｍ２
固定足場
機・労 昼間単価

剥落防止工（アラミドメッシュ）

アラミドメッシュ本体貼付
時間的制約 受ける
目付量９０・１８０ｇ／ｍ２
高所作業車
機・労 昼間単価

剥落防止工（アラミドメッシュ）

アラミドメッシュ本体貼付
時間的制約 著しく受ける
目付量９０・１８０ｇ／ｍ２
固定足場
機・労 昼間単価

剥落防止工（アラミドメッシュ）

アラミドメッシュ本体貼付
時間的制約 著しく受ける
目付量９０・１８０ｇ／ｍ２
高所作業車
機・労 昼間単価

剥落防止工（アラミドメッシュ）

アラミドメッシュ本体貼付
時間的制約無
目付量９０・１８０ｇ／ｍ２
固定足場
機・労 夜間単価

剥落防止工（アラミドメッシュ）

アラミドメッシュ本体貼付
時間的制約無
目付量９０・１８０ｇ／ｍ２
高所作業車
機・労 夜間単価

剥落防止工（アラミドメッシュ）

アラミドメッシュ本体貼付
時間的制約 受ける
目付量９０・１８０ｇ／ｍ２
固定足場
機・労 夜間単価

剥落防止工（アラミドメッシュ）

アラミドメッシュ本体貼付
時間的制約 受ける
目付量９０・１８０ｇ／ｍ２
高所作業車
機・労 夜間単価

剥落防止工（アラミドメッシュ）

アラミドメッシュ本体貼付
時間的制約 著しく受ける
目付量９０・１８０ｇ／ｍ２
固定足場
機・労 夜間単価

剥落防止工（アラミドメッシュ）

アラミドメッシュ本体貼付
時間的制約 著しく受ける
目付量９０・１８０ｇ／ｍ２
高所作業車
機・労 夜間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

漏水対策材設置工

m 隠岐 2,790

m 隠岐 4,286

m 隠岐 2,957

m 隠岐 4,485

m 隠岐 3,181

m 隠岐 4,751

m 隠岐 3,204

m 隠岐 4,942

m 隠岐 3,397

m 隠岐 5,171

m 隠岐 3,653

m 隠岐 5,477

m 隠岐 3,741

m 隠岐 5,768

m 隠岐 3,966

m 隠岐 6,036

m 隠岐 4,265

m 隠岐 6,393

m 隠岐 4,474

m 隠岐 6,887

m 隠岐 4,742

備考単価地区コード 名称 規格・寸法 単位 単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約受
導水幅300mm以下高所作業車
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約著受
導水幅300mm以下
固定足場
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約著受
導水幅300mm以下高所作業車
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約無
導水幅300mm以下
固定足場
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約無
導水幅300mm以下高所作業車
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約受
導水幅300mm以下
固定足場
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約無
導水幅700mm超1000mm以下
固定足場
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約無
導水幅700mm超1000mm以下高所作業車
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約受
導水幅700mm超1000mm以下
固定足場
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約受
導水幅500mm超700mm以下高所作業車
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約著受
導水幅500mm超700mm以下
固定足場
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約著受
導水幅500mm超700mm以下高所作業車
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約無
導水幅300mm超500mm以下
固定足場
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約無
導水幅300mm超500mm以下高所作業車
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約受
導水幅300mm超500mm以下
固定足場
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約無
導水幅500mm超700mm以下
固定足場
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約無
導水幅500mm超700mm以下高所作業車
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約受
導水幅500mm超700mm以下
固定足場
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約受
導水幅300mm超500mm以下高所作業車
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約著受
導水幅300mm超500mm以下
固定足場
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約著受
導水幅300mm超500mm以下高所作業車
機・労 昼間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

漏水対策材設置工

備考単価地区コード 名称 規格・寸法 単位 単価

m 隠岐 7,207

m 隠岐 5,100

m 隠岐 7,633

m 隠岐 4,186

m 隠岐 5,948

m 隠岐 4,437

m 隠岐 6,247

m 隠岐 4,771

m 隠岐 6,646

m 隠岐 4,807

m 隠岐 6,854

m 隠岐 5,095

m 隠岐 7,198

m 隠岐 5,480

m 隠岐 7,657

m 隠岐 5,612

m 隠岐 8,000

m 隠岐 5,949

m 隠岐 8,402

m 隠岐 6,398

m 隠岐 8,938

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約受
導水幅300mm超500mm以下高所作業車
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約著受
導水幅300mm超500mm以下
固定足場
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約著受
導水幅300mm超500mm以下高所作業車
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約無
導水幅500mm超700mm以下高所作業車
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約受
導水幅500mm超700mm以下
固定足場
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約無
導水幅300mm以下
固定足場
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約無
導水幅300mm以下高所作業車
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約受
導水幅300mm以下
固定足場
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約受
導水幅500mm超700mm以下高所作業車
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約著受
導水幅500mm超700mm以下
固定足場
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約著受
導水幅500mm超700mm以下高所作業車
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約無
導水幅500mm超700mm以下
固定足場
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約無
導水幅300mm超500mm以下
固定足場
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約無
導水幅300mm超500mm以下高所作業車
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約受
導水幅300mm超500mm以下
固定足場
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約受
導水幅300mm以下高所作業車
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約著受
導水幅300mm以下
固定足場
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約著受
導水幅300mm以下高所作業車
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約著受
導水幅700mm超1000mm以下高所作業車
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約受
導水幅700mm超1000mm以下高所作業車
機・労 昼間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約著受
 導水幅700mm超1000mm以下
固定足場
機・労 昼間単価

23



１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

漏水対策材設置工

備考単価地区コード 名称 規格・寸法 単位 単価

m 隠岐 6,711

m 隠岐 9,554

m 隠岐 7,114

m 隠岐 10,030

m 隠岐 7,651

m 隠岐 10,670

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約受
導水幅700mm超1000mm以下高所作業車
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約著受
導水幅700mm超1000mm以下
固定足場
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約著受
導水幅700mm超1000mm以下高所作業車
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約無
導水幅700mm超1000mm以下
固定足場
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工
漏水対策材設置時間的制約無
導水幅700mm超1000mm以下高所作業車
機・労 夜間単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置時間的制約受
導水幅700mm超1000mm以下
固定足場
機・労 夜間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

防草シート設置工

m2 隠岐 392.3

m2 隠岐 469.9

m2 隠岐 406.5

m2 隠岐 488.8

m2 隠岐 425.4

m2 隠岐 513.9

m2 隠岐 547.0

m2 隠岐 624.6

m2 隠岐 561.2

m2 隠岐 643.5

m2 隠岐 580.1

m2 隠岐 668.6

備考

防草シート設置工
時間的制約無  現場条件Ⅰ
平面部 労 昼間単価

防草シート設置工
時間的制約無  現場条件Ⅰ
法面部 労 昼間単価

防草シート設置工
時間的制約受 現場条件Ⅰ
平面部 労 昼間単価

防草シート設置工
時間的制約受 現場条件Ⅰ
法面部 労 昼間単価

防草シート設置工
時間的制約著受 現場条件Ⅰ
平面部 労 昼間単価

防草シート設置工
時間的制約著受 現場条件Ⅰ
法面部 労 昼間単価

防草シート設置工
時間的制約無 現場条件Ⅱ
平面部 労 昼間単価

防草シート設置工
時間的制約無 現場条件Ⅱ
法面部 労 昼間単価

防草シート設置工
時間的制約受 現場条件Ⅱ
平面部 労 昼間単価

防草シート設置工
時間的制約受 現場条件Ⅱ
法面部 労 昼間単価

防草シート設置工
時間的制約著受 現場条件Ⅱ
平面部 労 昼間単価

防草シート設置工
時間的制約著受 現場条件Ⅱ
法面部 労 昼間単価

単価単価地区コード 名称 規格・寸法 単位
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）

m2 隠岐 167,800

m2 隠岐 218,400

m2 隠岐 105,500

m2 隠岐 135,900

m2 隠岐 67,800

m2 隠岐 82,920

m2 隠岐 170,300

m2 隠岐 222,400

m2 隠岐 107,000

m2 隠岐 138,200

m2 隠岐 68,530

m2 隠岐 84,100

m2 隠岐 173,700

m2 隠岐 227,800

m2 隠岐 109,000

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約無 １枚あたり０．０７ｍ２以上
０．１５ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約無 １枚あたり０．１５ｍ２以上
固定足場
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約無 １枚あたり０．１５ｍ２以上
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約 受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上
０．０７ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約 受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上
０．１５ｍ２未満
固定足場
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約無 １枚あたり０．０１ｍ２以上
０．０７ｍ２未満
固定足場
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約無 １枚あたり０．０１ｍ２以上
０．０７ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約無 １枚あたり０．０７ｍ２以上
０．１５ｍ２未満
固定足場
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約 受ける １枚あたり０．０７ｍ２以上
０．１５ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約 受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上
固定足場
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約 受ける １枚あたり０．１５ｍ２以上
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約 受ける １枚あたり０．０１ｍ２以上
０．０７ｍ２未満
固定足場
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満
固定足場
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満
固定足場
機・労・材 昼間単価

単位 単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）

単位 単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法

m2 隠岐 141,400

m2 隠岐 69,510

m2 隠岐 85,660

m2 隠岐 265,000

m2 隠岐 366,600

m2 隠岐 158,600

m2 隠岐 219,000

m2 隠岐 94,820

m2 隠岐 124,500

m2 隠岐 271,800

m2 隠岐 376,800

m2 隠岐 162,400

m2 隠岐 224,900

m2 隠岐 96,710

m2 隠岐 127,400

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．１５ｍ２以上
固定足場
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射なし）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．１５ｍ２以上
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約無
１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約無
１枚あたり０．１５ｍ２以上
固定足場
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 受ける
１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満
固定足場
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 受ける
１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満
固定足場
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約無
１枚あたり０．１５ｍ２以上
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約無
１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満
固定足場
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約無
１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約無
１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満
固定足場
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 受ける
１枚あたり０．１５ｍ２以上
固定足場
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 受ける
１枚あたり０．１５ｍ２以上
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 受ける
１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 受ける
１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）

単位 単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法

m2 隠岐 280,800

m2 隠岐 390,300

m2 隠岐 167,400

m2 隠岐 232,700

m2 隠岐 99,240

m2 隠岐 131,200

m2 隠岐 321,400

m2 隠岐 451,500

m2 隠岐 190,000

m2 隠岐 267,800

m2 隠岐 110,600

m2 隠岐 148,600

m2 隠岐 331,600

m2 隠岐 466,800

m2 隠岐 195,600

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約無
１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約無
１枚あたり０．１５ｍ２以上
固定足場
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約無
１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満
固定足場
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約無
１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約無
１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満
固定足場
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．１５ｍ２以上
固定足場
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．１５ｍ２以上
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満
固定足場
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 受ける
１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満
固定足場
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約無
１枚あたり０．１５ｍ２以上
高所作業車
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 受ける
１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 受ける
１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満
固定足場
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 昼間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満
固定足場
機・労・材 昼間単価

28



１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工（ポリエステル樹脂）

単位 単価 備考単価地区コード 名称 規格・寸法

m2 隠岐 276,500

m2 隠岐 113,400

m2 隠岐 153,000

m2 隠岐 345,100

m2 隠岐 487,200

m2 隠岐 203,200

m2 隠岐 288,200

m2 隠岐 117,200

m2 隠岐 158,700

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 受ける
１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 受ける
１枚あたり０．１５ｍ２以上
固定足場
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 受ける
１枚あたり０．１５ｍ２以上
高所作業車
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．１５ｍ２以上
固定足場
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．１５ｍ２以上
高所作業車
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満
固定足場
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．０１ｍ２以上０．０７ｍ２未満
高所作業車
機・労・材 夜間単価

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置工
（ポリエステル樹脂）

紫外線硬化型ＦＲＰシート設置
（紫外線照射あり）
時間的制約 著しく受ける
１枚あたり０．０７ｍ２以上０．１５ｍ２未満
固定足場
機・労・材 夜間単価
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塗膜除去工（塗膜剥離剤）

m2 隠岐 4,106

m2 隠岐 4,352

m2 隠岐 4,680

m2 隠岐 3,777

m2 隠岐 4,004

m2 隠岐 4,306

m2 隠岐 3,284

m2 隠岐 3,481

m2 隠岐 3,744

m2 隠岐 5,134

m2 隠岐 5,442

m2 隠岐 5,852

m2 隠岐 4,724

m2 隠岐 5,008

m2 隠岐 5,386

m2 隠岐 4,106

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模100m２以上500m２未満
時間的制約無
機・労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模100m２以上500m２未満
時間的制約受
機・労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模100m２以上500m２未満
時間的制約著受
機・労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模500m２以上1000m２未満
時間的制約無
機・労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模500m２以上1000m２未満
時間的制約受
機・労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模500m２以上1000m２未満
時間的制約著受
機・労 昼間単価

塗膜剥離剤塗布
・塗膜除去弦材を有する構造
スプレー，はけ・ローラー
施工規模100m２以上500m２未満
時間的制約受
機・労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布
・塗膜除去弦材を有する構造
スプレー，はけ・ローラー
施工規模100m２以上500m２未満
時間的制約著受
機・労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模1000m２以上
時間的制約無
機・労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模1000m２以上
時間的制約受
機・労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模1000m２以上
時間的制約著受
機・労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布
・塗膜除去弦材を有する構造
スプレー，はけ・ローラー
施工規模100m２以上500m２未満
時間的制約無
機・労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布
・塗膜除去弦材を有する構造
スプレー，はけ・ローラー
施工規模1000ｍ２以上
時間的制約無
機・労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布
・塗膜除去弦材を有する構造
スプレー，はけ・ローラー
施工規模500m２以上1000m２未満
時間的制約無
機・労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布
・塗膜除去弦材を有する構造
スプレー，はけ・ローラー
施工規模500m２以上1000m２未満
時間的制約受
機・労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布
・塗膜除去弦材を有する構造
スプレー，はけ・ローラー
施工規模500m２以上1000m２未満
時間的制約著受
機・労 昼間単価

コード 名称 規格・寸法 単位 単価 備考単価地区
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塗膜除去工（塗膜剥離剤）

コード 名称 規格・寸法 単位 単価 備考単価地区

m2 隠岐 4,352

m2 隠岐 4,680

m2 隠岐 3,909

m2 隠岐 4,143

m2 隠岐 4,456

m2 隠岐 8,644

m2 隠岐 9,163

m2 隠岐 9,854

m2 隠岐 1,555

m2 隠岐 1,648

m2 隠岐 1,772

m2 隠岐 6,159

m2 隠岐 6,528

m2 隠岐 7,021

m2 隠岐 5,666

m2 隠岐 6,006

m2 隠岐 6,459

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布
・塗膜除去弦材を有する構造
 スプレー，はけ・ローラー
施工規模1000ｍ２以上
時間的制約受
機・労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布
・塗膜除去弦材を有する構造
スプレー，はけ・ローラー
施工規模1000ｍ２以上
時間的制約著受
機・労 昼間単価

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去横断歩道橋
・側道橋・鋼製シェッド
スプレー，はけ・ローラー
時間的制約受

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模500m２以上1000m２未満
時間的制約著受
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模100m２以上500m２未満
時間的制約無
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模100m２以上500m２未満
時間的制約受
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模100m２以上500m２未満
時間的制約著受
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）
塗膜除去工（塗膜剥離剤）
廃材の回収・積込時間的制約無
労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）
塗膜除去工（塗膜剥離剤）
廃材の回収・積込時間的制約 受
労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）
廃材の回収・積込
時間的制約 著受
労 昼間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去高欄部
（単独施工）
スプレー，はけ・ローラー
時間的制約無

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去高欄部
（単独施工）
スプレー，はけ・ローラー
時間的制約受

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去高欄部
（単独施工）
スプレー，はけ・ローラー
時間的制約著受

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去横断歩道橋
・側道橋・鋼製シェッド
スプレー，はけ・ローラー
時間的制約無

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去横断歩道橋
・側道橋・鋼製シェッド
スプレー，はけ・ローラー
時間的制約著受

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模500m２以上1000m２未満
時間的制約無
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模500m２以上1000m２未満
時間的制約受
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）
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塗膜除去工（塗膜剥離剤）

コード 名称 規格・寸法 単位 単価 備考単価地区

m2 隠岐 4,927

m2 隠岐 5,222

m2 隠岐 5,617

m2 隠岐 7,701

m2 隠岐 8,163

m2 隠岐 8,779

m2 隠岐 7,087

m2 隠岐 7,512

m2 隠岐 8,079

m2 隠岐 6,159

m2 隠岐 6,528

m2 隠岐 7,021

m2 隠岐 5,863

m2 隠岐 6,215

m2 隠岐 6,684

m2 隠岐 12,960

m2 隠岐 13,740

m2 隠岐 14,780

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を
有する構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模500m２以上1000m２未満
時間的制約受
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を
有する構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模500m２以上1000m２未満
時間的制約著受
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を
有する構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模100m２以上500m２未満
時間的制約無
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を
有する構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模100m２以上500m２未満
時間的制約受
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を
有する構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模100m２以上500m２未満
時間的制約著受
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を
有する構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模500m２以上1000m２未満
時間的制約無
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模1000ｍ２以上
時間的制約無
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模1000ｍ２以上
時間的制約受
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去鈑桁構造
・箱桁構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模1000ｍ２以上
時間的制約著受
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去横断歩道橋
・側道橋・鋼製シェッド
スプレー，はけ・ローラー
時間的制約無
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去横断歩道橋
・側道橋・鋼製シェッド
スプレー，はけ・ローラー
時間的制約受
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去横断歩道橋
・側道橋・鋼製シェッド
スプレー，はけ・ローラー
時間的制約著受
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を
有する構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模1000ｍ２以上
時間的制約無
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を
有する構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模1000ｍ２以上
時間的制約受
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去弦材を
有する構造 スプレー，はけ・ローラー
施工規模1000ｍ２以上
時間的制約著受
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去高欄部
（単独施工）
スプレー，はけ・ローラー
時間的制約無
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去高欄部
（単独施工）
スプレー，はけ・ローラー
時間的制約受
機・労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜剥離剤塗布・塗膜除去高欄部
（単独施工）
スプレー，はけ・ローラー
時間的制約著受
機・労 夜間単価
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塗膜除去工（塗膜剥離剤）

コード 名称 規格・寸法 単位 単価 備考単価地区

m2 隠岐 2,332

m2 隠岐 2,472

m2 隠岐 2,659

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）
廃材の回収
施工規模・積込時間的制約無
労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）
廃材の回収
施工規模・積込時間的制約 受
労 夜間単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）
廃材の回収
施工規模・積込時間的制約 著受
労 夜間単価
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バキュームブラスト工

m2 隠岐 20,890

m2 隠岐 21,290

m2 隠岐 21,840

m2 隠岐 25,530

m2 隠岐 26,070

m2 隠岐 26,800

m2 隠岐 18,110

m2 隠岐 18,430

m2 隠岐 18,870

m2 隠岐 19,020

m2 隠岐 19,390

m2 隠岐 19,870

m2 隠岐 22,550

m2 隠岐 23,020

m2 隠岐 23,640

m2 隠岐 15,930

m2 隠岐 16,200

m2 隠岐 16,560

m2 隠岐 4,327

m2 隠岐 4,369

m2 隠岐 4,424

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価地区 単価

バキュームブラスト工

鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上
時間的制約無
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上
時間的制約 受
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満
時間的制約 著受
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工
鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
箱桁構造時間的制約無
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工
鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
箱桁構造時間的制約 受
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上
時間的制約 著受
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満
時間的制約無
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満
時間的制約 受
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高
０．６ｍ以上
時間的制約 著受
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高
０．６ｍ未満
時間的制約無
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高
０．６ｍ未満
時間的制約 受
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工
鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
箱桁構造時間的制約 著受
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高
０．６ｍ以上
時間的制約無
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高
０．６ｍ以上
時間的制約 受
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工
鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間
的制約 著受
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工
ＲＣ橋脚 面積２７０ｍ２以上
時間的制約無
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工
ＲＣ橋脚 面積２７０ｍ２以上
時間的制約 受
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 動力工具による素地調整後 鈑桁構造 桁高
０．６ｍ未満
時間的制約 著受
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工
鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間
的制約無
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工
鋼橋 動力工具による素地調整後 箱桁構造時間
的制約 受
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工
ＲＣ橋脚 面積２７０ｍ２以上
時間的制約 著受
機・労・材 昼間単価
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バキュームブラスト工

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 4,533

m2 隠岐 4,579

m2 隠岐 4,640

m2 隠岐 24,300

m2 隠岐 24,910

m2 隠岐 25,730

m2 隠岐 30,080

m2 隠岐 30,890

m2 隠岐 31,990

m2 隠岐 20,830

m2 隠岐 21,330

m2 隠岐 21,980

m2 隠岐 22,050

m2 隠岐 22,600

m2 隠岐 23,330

m2 隠岐 26,450

m2 隠岐 27,150

m2 隠岐 28,090

m2 隠岐 18,200

m2 隠岐 18,610

m2 隠岐 19,160

バキュームブラスト工

ＲＣ橋脚 面積１７０ｍ２以上
２７０ｍ２未満
時間的制約 著受
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上
時間的制約無
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工

ＲＣ橋脚 面積１７０ｍ２以上
２７０ｍ２未満
時間的制約無
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工

ＲＣ橋脚 面積１７０ｍ２以上
２７０ｍ２未満
時間的制約 受
機・労・材 昼間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満
時間的制約 著受
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工
鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
箱桁構造時間的制約無
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工
鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
箱桁構造時間的制約 受
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上
時間的制約 受
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上
時間的制約 著受
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満
時間的制約無
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満
時間的制約 受
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 動力工具による素地調整後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上
時間的制約 著受
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 動力工具による素地調整後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満
時間的制約無
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工
鋼橋 塗膜除去（塗膜剥離剤）後
箱桁構造時間的制約 著受
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 動力工具による素地調整後
 鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上
時間的制約無
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 動力工具による素地調整後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ以上
時間的制約 受
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工
鋼橋 動力工具による素地調整後
箱桁構造時間的制約 著受
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 動力工具による素地調整後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満
時間的制約 受
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工

鋼橋 動力工具による素地調整後
鈑桁構造 桁高０．６ｍ未満
時間的制約 著受
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工
鋼橋 動力工具による素地調整後
箱桁構造時間的制約無
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工
鋼橋 動力工具による素地調整後
箱桁構造時間的制約 受
機・労・材 夜間単価
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バキュームブラスト工

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 4,672

m2 隠岐 4,734

m2 隠岐 4,816

m2 隠岐 4,915

m2 隠岐 4,984

m2 隠岐 5,076

バキュームブラスト工
ＲＣ橋脚 面積２７０ｍ２以上
時間的制約無
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工

ＲＣ橋脚 面積１７０ｍ２以上
２７０ｍ２未満
時間的制約 著受
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工
ＲＣ橋脚 面積２７０ｍ２以上
時間的制約 著受
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工

ＲＣ橋脚 面積１７０ｍ２以上
２７０ｍ２未満
時間的制約無
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工

ＲＣ橋脚 面積１７０ｍ２以上
２７０ｍ２未満
時間的制約 受
機・労・材 夜間単価

バキュームブラスト工
ＲＣ橋脚 面積２７０ｍ２以上
時間的制約 受
機・労・材 夜間単価
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道路反射鏡設置工

基 隠岐 36,200

基 隠岐 37,080

基 隠岐 38,270

基 隠岐 40,710

基 隠岐 41,590

基 隠岐 42,780

基 隠岐 48,560

基 隠岐 49,440

基 隠岐 50,630

基 隠岐 61,400

基 隠岐 62,280

基 隠岐 63,470

基 隠岐 38,000

基 隠岐 38,880

基 隠岐 40,070

基 隠岐 41,910

基 隠岐 42,790

基 隠岐 43,980

基 隠岐 53,660

基 隠岐 54,540

基 隠岐 55,730

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価地区 単価

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
支柱･基礎設置 塗装
鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
支柱･基礎設置 塗装
鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
支柱･基礎設置 塗装
鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
支柱･基礎設置 塗装 鋼管
φ76.3×3.2×3,600mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
支柱･基礎設置 塗装
鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
支柱･基礎設置 塗装
鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
支柱･基礎設置 塗装
鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
支柱･基礎設置 塗装
鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
支柱･基礎設置 塗装
鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
支柱･基礎設置 塗装
鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
支柱･基礎設置 塗装
鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
支柱･基礎設置 めっき塗装
鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
支柱･基礎設置 めっき塗装
鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
支柱･基礎設置 めっき塗装
鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
支柱･基礎設置 塗装
鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
支柱･基礎設置 めっき塗装
鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
支柱･基礎設置 めっき塗装
鋼管 φ76.3×3.2×3,600mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
支柱･基礎設置 めっき塗装
鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
支柱･基礎設置 めっき塗装
鋼管 φ76.3×3.2×4,000mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
支柱･基礎設置 めっき塗装
鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
支柱･基礎設置 めっき塗装
鋼管 φ89.1×3.2×4,400mm
機･労･材
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

道路反射鏡設置工

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価地区 単価

基 隠岐 70,200

基 隠岐 71,080

基 隠岐 72,270

基 隠岐 37,380

基 隠岐 37,580

基 隠岐 37,850

基 隠岐 76,640

基 隠岐 76,890

基 隠岐 77,220

基 隠岐 47,900

基 隠岐 48,100

基 隠岐 48,370

基 隠岐 97,670

基 隠岐 97,920

基 隠岐 98,250

基 隠岐 58,530

基 隠岐 58,730

基 隠岐 59,000

基 隠岐 118,800

基 隠岐 119,100

基 隠岐 119,400

道路反射鏡設置工

時間的制約無
支柱･基礎設置 めっき塗装
鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
支柱･基礎設置 めっき塗装
鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
支柱･基礎設置 めっき塗装
鋼管 φ101.6×4.2×4,800mm
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ1000 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ1000 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ1000 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ1000 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ1000 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ1000 2面用
機･労･材

38



１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

道路反射鏡設置工

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価地区 単価

基 隠岐 40,680

基 隠岐 40,880

基 隠岐 41,150

基 隠岐 83,240

基 隠岐 83,490

基 隠岐 83,820

基 隠岐 52,300

基 隠岐 52,500

基 隠岐 52,770

基 隠岐 106,400

基 隠岐 106,700

基 隠岐 107,000

基 隠岐 44,300

基 隠岐 44,500

基 隠岐 44,770

基 隠岐 90,490

基 隠岐 90,740

基 隠岐 91,070

基 隠岐 54,330

基 隠岐 54,530

基 隠岐 54,800

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
角型 450×600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
角型 450×600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
角型 450×600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
角型 450×600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
角型 450×600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
角型 600×800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
角型 600×800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
角型 600×800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
角型 450×600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
角型 600×800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
角型 600×800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
角型 600×800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ800 1面用
機･労･材
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

道路反射鏡設置工

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価地区 単価

基 隠岐 110,400

基 隠岐 110,700

基 隠岐 111,000

基 隠岐 65,970

基 隠岐 66,170

基 隠岐 66,440

基 隠岐 133,700

基 隠岐 134,000

基 隠岐 134,300

基 隠岐 45,100

基 隠岐 45,300

基 隠岐 45,570

基 隠岐 92,080

基 隠岐 92,330

基 隠岐 92,660

基 隠岐 56,330

基 隠岐 56,530

基 隠岐 56,800

基 隠岐 114,400

基 隠岐 114,700

基 隠岐 115,000

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ1000 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ1000 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ1000 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ1000 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ1000 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
角型 450×600 1面用
機・労・材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
角型 450×600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
角型 450×600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ1000 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
角型 450×600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
角型 450×600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
角型 600×800 1面用
機・労・材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
角型 600×800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
角型 600×800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
角型 450×600 2面用
機・労・材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
角型 600×800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
角型 600×800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
角型 600×800 2面用
機・労・材
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

道路反射鏡設置工

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価地区 単価

基 隠岐 40,000

基 隠岐 40,200

基 隠岐 40,470

基 隠岐 81,890

基 隠岐 82,140

基 隠岐 82,470

基 隠岐 49,530

基 隠岐 49,730

基 隠岐 50,000

基 隠岐 100,800

基 隠岐 101,100

基 隠岐 101,400

基 隠岐 46,030

基 隠岐 46,230

基 隠岐 46,500

基 隠岐 93,930

基 隠岐 94,180

基 隠岐 94,510

基 隠岐 55,040

基 隠岐 55,240

基 隠岐 55,510

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 強化硝子
丸型 φ600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 強化硝子
丸型 φ600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 強化硝子
丸型 φ600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 強化硝子
丸型 φ600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 強化硝子
丸型 φ600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 強化硝子
丸型 φ800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 強化硝子
丸型 φ800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 強化硝子
丸型 φ800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 強化硝子
丸型 φ600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 強化硝子
丸型 φ800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 強化硝子
丸型 φ800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 強化硝子
角型 450×600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 強化硝子
角型 450×600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 強化硝子
角型 450×600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 強化硝子
丸型 φ800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 強化硝子
角型 450×600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 強化硝子
角型 450×600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 強化硝子
角型 600×800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 強化硝子
角型 450×600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 強化硝子
角型 600×800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 強化硝子
角型 600×800 1面用
機･労･材
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

道路反射鏡設置工

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価地区 単価

基 隠岐 111,800

基 隠岐 112,100

基 隠岐 112,400

基 隠岐 38,660

基 隠岐 38,860

基 隠岐 39,130

基 隠岐 79,200

基 隠岐 79,450

基 隠岐 79,780

基 隠岐 49,070

基 隠岐 49,270

基 隠岐 49,540

基 隠岐 100,000

基 隠岐 100,200

基 隠岐 100,500

基 隠岐 61,910

基 隠岐 62,110

基 隠岐 62,380

基 隠岐 125,600

基 隠岐 125,900

基 隠岐 126,200

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 強化硝子
角型 600×800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 強化硝子
角型 600×800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 強化硝子
角型 600×800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ600 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ600 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ1000 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ1000 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ1000 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ1000 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ1000 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
丸型 φ1000 2面用
機･労･材
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

道路反射鏡設置工

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価地区 単価

基 隠岐 55,470

基 隠岐 55,670

基 隠岐 55,940

基 隠岐 112,700

基 隠岐 113,000

基 隠岐 113,300

基 隠岐 2,011

基 隠岐 2,132

基 隠岐 2,293

基 隠岐 2,514

基 隠岐 2,665

基 隠岐 2,866

基 隠岐 11,470

基 隠岐 12,060

基 隠岐 12,850

本 隠岐 2,640

本 隠岐 3,520

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
角型 600×800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
角型 600×800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
角型 600×800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約無
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
角型 600×800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
角型 600×800 1面用
機･労･材

道路反射鏡設置工
時間的制約 著しく受ける
鏡体撤去 1面用
機･労

道路反射鏡設置工
時間的制約無
鏡体撤去 2面用
機･労

道路反射鏡設置工
時間的制約 受ける
鏡体撤去 2面用
機･労

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
鏡体設置 ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞﾈｰﾄ
角型 600×800 2面用
機･労･材

道路反射鏡設置工
時間的制約無
鏡体撤去 1面用
機･労

道路反射鏡設置工
時間的制約 受ける
鏡体撤去 1面用
機･労

道路反射鏡設置工

時間的制約 著しく受ける
支柱･基礎撤去
鋼管
機･労

道路反射鏡設置工
加算額 曲げ支柱の場合
鋼管φ76.3

道路反射鏡設置工
加算額 曲げ支柱の場合
鋼管φ89.1

道路反射鏡設置工
時間的制約 著しく受ける
鏡体撤去 2面用
機･労

道路反射鏡設置工

時間的制約無
支柱･基礎撤去
鋼管
機･労

道路反射鏡設置工

時間的制約 受ける
支柱･基礎撤去
鋼管
機･労

43



１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

ｍ 隠岐 1,013

ｍ 隠岐 1,065

ｍ 隠岐 1,135

ｍ 隠岐 1,216

ｍ 隠岐 1,279

ｍ 隠岐 1,362

ｍ 隠岐 1,520

ｍ 隠岐 1,598

ｍ 隠岐 1,703

ｍ 隠岐 1,691

ｍ 隠岐 1,778

ｍ 隠岐 1,894

ｍ 隠岐 2,027

ｍ 隠岐 2,131

ｍ 隠岐 2,270

ｍ 隠岐 2,541

ｍ 隠岐 2,672

ｍ 隠岐 2,846

ｍ 隠岐 3,811

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価地区 単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎  
５０ｍ以上
時間的制約無  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎  
５０ｍ以上
時間的制約 受ける  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎  
５０ｍ以上
時間的制約 著しく受ける  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約無  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約 受ける 
 機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ未満
時間的制約 著しく受ける  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
５０ｍ以上
時間的制約無
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
５０ｍ以上
時間的制約 受ける  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約 著しく受ける 
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ未満
時間的制約無  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ未満
時間的制約 受ける 
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
５０ｍ以上
時間的制約 著しく受ける 
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約無  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約 受ける
機・労 昼間単価

トラッククレーンの運搬費は別途

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ 
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約 著しく受ける
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ未満
時間的制約無  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ未満
時間的制約 受ける
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ未満
時間的制約 著しく受ける  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 連続基礎ブロック  
１，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約無  
機・労 昼間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価地区 単価

ｍ 隠岐 3,981

ｍ 隠岐 4,207

ｍ 隠岐 4,574

ｍ 隠岐 4,778

ｍ 隠岐 5,049

ｍ 隠岐 843

ｍ 隠岐 886.4

ｍ 隠岐 944.2

ｍ 隠岐 1,013

ｍ 隠岐 1,065

ｍ 隠岐 1,135

ｍ 隠岐 1,268

ｍ 隠岐 1,334

ｍ 隠岐 1,421

ｍ 隠岐 1,449

ｍ 隠岐 1,524

ｍ 隠岐 1,623

ｍ 隠岐 1,742

ｍ 隠岐 1,831

ｍ 隠岐 1,951

トラッククレーンの運搬費は別途

トラッククレーンの運搬費は別途

トラッククレーンの運搬費は別途

トラッククレーンの運搬費は別途

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 
 １，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約 著しく受ける  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 連続基礎ブロック  
１，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 
時間的制約無  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 連続基礎ブロック  
１，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約 受ける  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 連続基礎ブロック  
１，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約 受ける  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 
 １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約 著しく受ける  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎  
５０ｍ以上
時間的制約無
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎  
５０ｍ以上
時間的制約 受ける  
機・労 昼間単価

トラッククレーンの運搬費は別途

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎  
５０ｍ以上
時間的制約 著しく受ける  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約無 
 機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約 受ける 
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ未満
時間的制約 著しく受ける
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 
支柱間隔２ｍ  
５０ｍ以上
時間的制約無  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  ５０ｍ以上
時間的制約 受ける
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約 著しく受ける
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ未満
時間的制約無  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ未満
時間的制約 受ける 
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 
支柱間隔２ｍ  
５０ｍ以上
時間的制約 著しく受ける 
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

 仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ 
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約無 
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約 受ける 
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 
 支柱間隔２ｍ  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約 著しく受ける 
機・労 昼間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価地区 単価

ｍ 隠岐 2,178

ｍ 隠岐 2,290

ｍ 隠岐 2,439

ｍ 隠岐 3,267

ｍ 隠岐 3,412

ｍ 隠岐 3,606

ｍ 隠岐 3,811

ｍ 隠岐 3,981

ｍ 隠岐 4,207

ｍ 隠岐 1,448

ｍ 隠岐 1,526

ｍ 隠岐 1,630

ｍ 隠岐 1,737

ｍ 隠岐 1,831

ｍ 隠岐 1,956

ｍ 隠岐 2,172

ｍ 隠岐 2,289

ｍ 隠岐 2,445

ｍ 隠岐 2,416

ｍ 隠岐 2,546

トラッククレーンの運搬費は別途

トラッククレーンの運搬費は別途

トラッククレーンの運搬費は別途

トラッククレーンの運搬費は別途

トラッククレーンの運搬費は別途

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 
 支柱間隔２ｍ  
２０ｍ未満
時間的制約無  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ未満
時間的制約 受ける  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 
 １，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約 著しく受ける 
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 
 １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約無  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 
 １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約 受ける  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 
 支柱間隔２ｍ  
２０ｍ未満
時間的制約 著しく受ける  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック  
１，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約無  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック  
１，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約 受ける  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 
 １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 
時間的制約 著しく受ける  
機・労 昼間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎  
５０ｍ以上
時間的制約無  
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 
 ５０ｍ以上
時間的制約 受ける
機・労 夜間単価

トラッククレーンの運搬費は別途

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎  
５０ｍ以上
時間的制約 著しく受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約無 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約 受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ未満
時間的制約 著しく受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
５０ｍ以上
時間的制約無  
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 
支柱間隔２ｍ  
５０ｍ以上
時間的制約 受ける 機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約 著しく受ける
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ未満
時間的制約無  
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 Ｈ鋼基礎 
２０ｍ未満
時間的制約 受ける  
機・労 夜間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価地区 単価

ｍ 隠岐 2,720

ｍ 隠岐 2,896

ｍ 隠岐 3,052

ｍ 隠岐 3,261

ｍ 隠岐 3,630

ｍ 隠岐 3,826

ｍ 隠岐 4,087

ｍ 隠岐 5,224

ｍ 隠岐 5,479

ｍ 隠岐 5,818

ｍ 隠岐 6,270

ｍ 隠岐 6,575

ｍ 隠岐 6,982

ｍ 隠岐 1,204

ｍ 隠岐 1,269

ｍ 隠岐 1,356

ｍ 隠岐 1,448

ｍ 隠岐 1,526

ｍ 隠岐 1,630

ｍ 隠岐 1,812

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
５０ｍ以上
時間的制約 著しく受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 
 支柱間隔２ｍ  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約無 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約 受ける 
機・労 夜間単価

トラッククレーンの運搬費は別途

トラッククレーンの運搬費は別途

トラッククレーンの運搬費は別途

トラッククレーンの運搬費は別途

トラッククレーンの運搬費は別途

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック 
 支柱間隔２ｍ  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約 著しく受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ未満
時間的制約無 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ未満
時間的制約 受ける
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 連続基礎ブロック  
１，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約 著しく受ける  
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 連続基礎ブロック  
１，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 
時間的制約無  
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 
 １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 
時間的制約 受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ未満
時間的制約 著しく受ける  
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 連続基礎ブロック  
１，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約無
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 
 １，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約 受ける  
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置 連続基礎ブロック 
 １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約 著しく受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎  
５０ｍ以上
時間的制約無  
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎  
５０ｍ以上
時間的制約 受ける 
機・労 夜間単価

トラッククレーンの運搬費は別途

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎  
５０ｍ以上
時間的制約 著しく受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約無  
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎 ２ 
０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約 受ける
 機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約 著しく受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ未満
時間的制約無 
機・労 夜間単価
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成28年4月1日適用

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

備考コード 名称 規格・寸法 単位 単価地区 単価

ｍ 隠岐 1,910

ｍ 隠岐 2,040

ｍ 隠岐 2,070

ｍ 隠岐 2,182

ｍ 隠岐 2,331

ｍ 隠岐 2,488

ｍ 隠岐 2,622

ｍ 隠岐 2,801

ｍ 隠岐 3,111

ｍ 隠岐 3,279

ｍ 隠岐 3,502

ｍ 隠岐 4,478

ｍ 隠岐 4,696

ｍ 隠岐 4,986

ｍ 隠岐 5,224

ｍ 隠岐 5,479

ｍ 隠岐 5,818

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ未満
時間的制約 著しく受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
５０ｍ以上
時間的制約無 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 
支柱間隔２ｍ  
５０ｍ以上
時間的制約 受ける  
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 Ｈ鋼基礎  
２０ｍ未満
時間的制約 受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 
支柱間隔２ｍ  
５０ｍ以上
時間的制約 著しく受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約無 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約 受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック 
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約 著しく受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ未満
時間的制約無 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ未満
時間的制約 受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック  
１，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約 著しく受ける  
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 
 １，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約 著しく受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック 
 １，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約無  
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック  
１，０００ｋｇ／基超２，０００ｋｇ／基以下 
時間的制約 受ける  
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 独立基礎ブロック  
支柱間隔２ｍ  
２０ｍ未満
時間的制約 著しく受ける 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック  
１，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約無 
機・労 夜間単価

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵撤去 連続基礎ブロック  
１，０００ｋｇ／基以下  
時間的制約 受ける 
機・労 夜間単価

トラッククレーンの運搬費は別途

トラッククレーンの運搬費は別途

トラッククレーンの運搬費は別途

トラッククレーンの運搬費は別途

トラッククレーンの運搬費は別途

トラッククレーンの運搬費は別途
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