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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・土木部が発注する建設工事（建築工事を除く）に係る設計資

材単価のうち、県の建設資材実勢価格調査等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、「月刊建設物価」「月刊積算資

料」等の物価資料掲載単価、及び、個別工事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以下のとおりです。

28-5 ：「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２８年５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 ：「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２８年春号」、(一財)

経済調査会発行の「土木施工単価：平成２８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。

*2 ：「28-4」の単価を、規格欄の割増率で割増したもの。

２．本単価表に掲載している単価は、工事費の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２７年１０月版を適用しています。

４．本単価表は、平成２８年５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。



１－２－８ 油類

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

T0201 ガソリン  （スタンド） レギュラ（８０オクタン価以上） Ｌ 本土 28-4　 28-5　

T0201 ガソリン  （スタンド） レギュラ（８０オクタン価以上） Ｌ 隠岐１ 112 114

T0201 ガソリン  （スタンド） レギュラ（８０オクタン価以上） Ｌ 隠岐２隠岐３ 120 120

TSMN0241 軽油　　　（スタンド） Ｌ 本土 28-4　 28-5　

TSMN0241 軽油　　　（スタンド） Ｌ 隠岐１ 107 107

TSMN0241 軽油　　　（スタンド） Ｌ 隠岐２隠岐３ 117 117

T0203 軽油　（小型ローリー） 作業船等用 10Ｌ 本土 28-4　 28-5　 1

T0203 軽油　（小型ローリー） 作業船等用 10Ｌ 隠岐１ 730 730 1

T0203 軽油　（小型ローリー） 作業船等用 10Ｌ 隠岐２隠岐３ 830 830 1

T0202 軽油　（小型ローリー） パトロール給油 Ｌ 本土 28-4　 28-5　

T0202 軽油　（小型ローリー） パトロール給油 Ｌ 隠岐１ 107 107

T0202 軽油　（小型ローリー） パトロール給油 Ｌ 隠岐２隠岐３ 117 117

TSMN0243 Ａ重油　　（ローリー） 陸上、一般 Ｌ 本土 28-4　 28-5　

TSMN0243 Ａ重油　　（ローリー） 陸上、一般 Ｌ 隠岐１ 67 69

TSMN0243 Ａ重油　　（ローリー） 陸上、一般 Ｌ 隠岐２隠岐３ 77 77

T0205 Ａ重油　　（ローリー） 陸上、一般 10Ｌ 本土 28-4　 28-5　

T0205 Ａ重油　　（ローリー） 陸上、一般 10Ｌ 隠岐１ 670 690

T0205 Ａ重油　　（ローリー） 陸上、一般 10Ｌ 隠岐２隠岐３ 770 770

T0210 混合油　　（スタンド・ポリ缶） ２０：１ Ｌ 本土 123 124

T0210 混合油　　（スタンド・ポリ缶） ２０：１ Ｌ 隠岐１ 129 131

T0210 混合油　　（スタンド・ポリ缶） ２０：１ Ｌ 隠岐２隠岐３ 137 137

TF856 混合油　　（スタンド・ポリ缶） ２５：１ Ｌ 本土 121 122

TF856 混合油　　（スタンド・ポリ缶） ２５：１ Ｌ 隠岐１ 126 128

TF856 混合油　　（スタンド・ポリ缶） ２５：１ Ｌ 隠岐２隠岐３ 133 133

TSMN0246 灯油　（スタンド） 白灯油（１８Ｌ缶） Ｌ 本土 28-4　 28-5　

TSMN0246 灯油　（スタンド） 白灯油（１８Ｌ缶） Ｌ 隠岐１ 67 69

TSMN0246 灯油　（スタンド） 白灯油（１８Ｌ缶） Ｌ 隠岐２隠岐３ 87 87

１．軽油引取税（地方税）の課税免除価格



１－２－８ 油類

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

T0209 灯油　（小型ローリー） 白灯油、業務用 10Ｌ 本土 28-4　 28-5　

T0209 灯油　（小型ローリー） 白灯油、業務用 10Ｌ 隠岐１ 700 720

T0209 灯油　（小型ローリー） 白灯油、業務用 10Ｌ 隠岐２隠岐３ 900 900

TSMN0247 免税軽油　（小型ローリー） パトロール給油 Ｌ 本土 28-4　 28-5　 1

TSMN0247 免税軽油　（小型ローリー） パトロール給油 Ｌ 隠岐１ 75 75 1

TSMN0247 免税軽油　（小型ローリー） パトロール給油 Ｌ 隠岐２隠岐３ 85 85 1

１．軽油引取税（地方税）の課税免除価格



１－２－９ 鋼材及び金物

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

T0173 鉄筋用異形棒鋼 １０mm　（ＳＤ　２９５Ａ） kg 本土 28-4　 28-5　

T0173 鉄筋用異形棒鋼 １０mm　（ＳＤ　２９５Ａ） kg 隠岐 58 59

T0174 鉄筋用異形棒鋼 １３mm　（ＳＤ　２９５Ａ） kg 本土 28-4　 28-5　

T0174 鉄筋用異形棒鋼 １３mm　（ＳＤ　２９５Ａ） kg 隠岐 56 57

T1010013 鉄筋用異形棒鋼 １６mm　（ＳＤ　２９５Ａ） kg 本土 28-4　 28-5　

T1010013 鉄筋用異形棒鋼 １６mm　（ＳＤ　２９５Ａ） kg 隠岐 54 55

T0181 鉄筋用異形棒鋼 １３mm　（ＳＤ　３４５） kg 本土 28-4　 28-5　

T0181 鉄筋用異形棒鋼 １３mm　（ＳＤ　３４５） kg 隠岐 58 59

T0182 鉄筋用異形棒鋼 16～25mm 　（ＳＤ　３４５） kg 本土 28-4　 28-5　

T0182 鉄筋用異形棒鋼 16～25mm 　（ＳＤ　３４５） kg 隠岐 56 57

T0183 鉄筋用異形棒鋼 29～32mm 　（ＳＤ　３４５） kg 本土 28-4　 28-5　

T0183 鉄筋用異形棒鋼 29～32mm 　（ＳＤ　３４５） kg 隠岐 57 58

T0184 鉄筋用異形棒鋼 ３５mm　　　　（ＳＤ　３４５） kg 本土 28-4　 28-5　

T0184 鉄筋用異形棒鋼 ３５mm　　　　（ＳＤ　３４５） kg 隠岐 59 60

T0185 鉄筋用異形棒鋼 ３８mm　　　　（ＳＤ　３４５） kg 本土 28-4　 28-5　

T0185 鉄筋用異形棒鋼 ３８mm　　　　（ＳＤ　３４５） kg 隠岐 60 61

T0186 鉄筋用異形棒鋼 ４１mm　　　　（ＳＤ　３４５） kg 本土 28-4　 28-5　

T0186 鉄筋用異形棒鋼 ４１mm　　　　（ＳＤ　３４５） kg 隠岐 62 62

T0187 鉄筋用異形棒鋼 ５１mm　　　　（ＳＤ　３４５） kg 本土 28-4　 28-5　

T0187 鉄筋用異形棒鋼 ５１mm　　　　（ＳＤ　３４５） kg 隠岐 72 72



２－１－２ 鉄筋工（ガス圧接工）

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS831 ガス圧接工 Ｄ１９＋Ｄ１９ 箇所 隠岐 483 483 機・労・材

TS832 ガス圧接工 Ｄ２２＋Ｄ２２ 箇所 隠岐 494 494 機・労・材

TS833 ガス圧接工 Ｄ２５＋Ｄ２５ 箇所 隠岐 525 525 機・労・材

TS834 ガス圧接工 Ｄ２９＋Ｄ２９ 箇所 隠岐 776 776 機・労・材

TS835 ガス圧接工 Ｄ３２＋Ｄ３２ 箇所 隠岐 877 877 機・労・材

TS836 ガス圧接工 Ｄ３５＋Ｄ３５ 箇所 隠岐 1,200 1,200 機・労・材

TS837 ガス圧接工 Ｄ３８＋Ｄ３８ 箇所 隠岐 1,760 1,760 機・労・材

TS838 ガス圧接工 Ｄ４１＋Ｄ４１ 箇所 隠岐 3,010 3,010 機・労・材

TS839 ガス圧接工 Ｄ５１＋Ｄ５１ 箇所 隠岐 4,430 4,430 機・労・材



２－１－３ 区画線設置工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS010 区画線工 溶融式・実線・ゼブラ・幅１５cm m 隠岐 249 249 機・労・材

TS011 区画線工 溶融式・実線・ゼブラ・幅２０cm m 隠岐 286 286 機・労・材

TS012 区画線工 溶融式・実線・ゼブラ・幅３０cm m 隠岐 449 449 機・労・材

TS013 区画線工 溶融式・実線・ゼブラ・幅４５cm m 隠岐 578 578 機・労・材

TS014 区画線工 溶融式・破線・幅１５cm m 隠岐 254 254 機・労・材

TS015 区画線工 溶融式・破線・幅２０cm m 隠岐 306 306 機・労・材

TS016 区画線工 溶融式・破線・幅３０cm m 隠岐 469 469 機・労・材

TS017 区画線工 溶融式・破線・幅４５cm m 隠岐 578 578 機・労・材

TS018 区画線工 溶融式・矢印・記号・文字・幅１５cm換算 m 隠岐 479 479 機・労・材

TS050 区画線工 ペイント式溶剤型・実線・加熱式・１５cm m 隠岐 101 101 機・労・材

TS051 区画線工 ペイント式溶剤型・実線・常温式・１５cm m 隠岐 76 76 機・労・材

TS052 区画線工 ペイント式溶剤型・破線・加熱式・１５cm m 隠岐 106 106 機・労・材

TS053 区画線工 ペイント式溶剤型・破線・加熱式・３０cm m 隠岐 183 183 機・労・材

TS054 区画線工 ペイント式溶剤型・破線・常温式・１５cm m 隠岐 81 81 機・労・材

TSD00113 区画線工 ペイント式水性型・実線・加熱式・１５cm m 隠岐 121 121 機・労・材

TSD00115 区画線工 ペイント式水性型・実線・常温式・１５cm m 隠岐 91 91 機・労・材

TSD00117 区画線工 ペイント式水性型・破線・加熱式・１５cm m 隠岐 126 126 機・労・材

TSD00119 区画線工 ペイント式水性型・破線・加熱式・３０cm m 隠岐 222 222 機・労・材

TSD00121 区画線工 ペイント式水性型・破線・常温式・１５cm m 隠岐 96 96 機・労・材



２－１－４ 高視認性区画線工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS700 高視認性区画線（リブ式） 溶融式・実線・幅１５cm ｍ 隠岐 557 557 機・労・材

TS701 高視認性区画線（リブ式） 溶融式・実線・幅２０cm m 隠岐 681 681 機・労・材

TS702 高視認性区画線（リブ式） 溶融式・実線・幅３０cm m 隠岐 951 951 機・労・材

TS703 高視認性区画線（リブ式） ２液反応式・実線・幅１５cm m 隠岐 612 612 機・労・材

TS704 高視認性区画線（リブ式） ２液反応式・実線・幅２０cm m 隠岐 773 773 機・労・材

TS705 高視認性区画線（リブ式） ２液反応式・実線・幅３０cm m 隠岐 1,050 1,050 機・労・材

TS758 高視認性区画線（非リブ式） 溶融式･実線・ゼブラ･幅１５cm m 隠岐 496 496 機・労・材

TS759 高視認性区画線（非リブ式） 溶融式･実線・ゼブラ･幅２０cm m 隠岐 598 598 機・労・材

TS760 高視認性区画線（非リブ式） 溶融式･実線・ゼブラ･幅３０cm m 隠岐 857 857 機・労・材

TS761 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 1,280 機・労・材

TS706 高視認性区画線 貼付式・白色・黄色・幅１５cm換算 m 隠岐 2,300 2,300 機・労・材



２－１－５ インターロッキングブロック工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS640 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 5,110 5,110 機・労・材

TS641 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 5,650 5,650 機・労・材

TS642 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 5,510 5,510 機・労・材

TS643 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 6,050 6,050 機・労・材

TS644 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 5,310 5,310 機・労・材

TS645 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 5,850 5,850 機・労・材

TS646 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 5,710 5,710 機・労・材

TS647 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 6,250 6,250 機・労・材



２－１－６ ガードレール設置工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS092 ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ塗装　土中建込 m 隠岐 7,110 7,110 機・労・材

TS093 ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ塗装　土中建込 m 隠岐 6,160 6,160 機・労・材

TS102 ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅメッキ　土中建込 m 隠岐 7,660 7,660 機・労・材

TS132 ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ塗装　コンクリート建込 m 隠岐 7,680 7,680 機・労・材

TS133 ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ塗装　コンクリート建込 m 隠岐 6,810 6,810 機・労・材

TS142 ガ－ドレ－ル設置工 Ｇｒ－Ｂ－２Ｂメッキ　コンクリート建込 m 隠岐 8,240 8,240 機・労・材

TS091 標準型【材工共】 土中建込・塗装品（白色） Gr-A-4E m 隠岐 - 9,010 機・労・材を含む

TS094 標準型【材工共】 土中建込・塗装品（白色） Gr-Am-4E m 隠岐 - 15,950 機・労・材を含む

TS095 標準型【材工共】 土中建込・塗装品（白色） Gr-Bm-4E m 隠岐 - 13,300 機・労・材を含む

TS101 標準型【材工共】 土中建込・メッキ品 Gr-A-4E m 隠岐 - 9,640 機・労・材を含む

TS104 標準型【材工共】 土中建込・メッキ品 Gr-Am-4E m 隠岐 - 17,150 機・労・材を含む

TS105 標準型【材工共】 土中建込・メッキ品 Gr-Bm-4E m 隠岐 - 14,210 機・労・材を含む

TS131 標準型【材工共】 コンクリート建込・塗装品（白色） Gr-A-2B m 隠岐 - 9,830 機・労・材を含む

TS134 標準型【材工共】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・塗装品（白色） Gr-Am-2B m 隠岐 - 16,910 機・労・材を含む

TS135 標準型【材工共】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・塗装品（白色） Gr-Bm-2B m 隠岐 - 14,000 機・労・材を含む

TS141 標準型【材工共】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・メッキ品 Gr-A-2B m 隠岐 - 10,320 機・労・材を含む

TS144 標準型【材工共】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・メッキ品 Gr-Am-2B m 隠岐 - 18,110 機・労・材を含む

TS145 標準型【材工共】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込・メッキ品 Gr-Bm-2B m 隠岐 - 14,900 機・労・材を含む

TS180 標準型・撤去【手間のみ】 土中建込　S（支柱間隔2m） m 隠岐 - 2,120 機・労のみ

TS182 標準型・撤去【手間のみ】 土中建込　Am,Bm（支柱間隔4m） m 隠岐 - 1,220 機・労のみ

TS183 標準型・撤去【手間のみ】 土中建込　Ap,Bp,Cp（支柱間隔2m） m 隠岐 - 1,620 機・労のみ

TS184 標準型・撤去【手間のみ】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　S（支柱間隔1m） m 隠岐 - 1,820 機・労のみ

TS186 標準型・撤去【手間のみ】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　Am,Bm（支柱間隔2m） m 隠岐 - 1,330 機・労のみ

TS187 標準型・撤去【手間のみ】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　Ap,Bp,Cp（支柱間隔2m） m 隠岐 - 1,070 機・労のみ

TS194 部材設置【手間のみ】 レール設置　Am,Bm m 隠岐 - 1,140 機・労のみ

TS200 部材撤去【手間のみ】 レール撤去　S m 隠岐 - 880 機・労のみ

TS204 部材撤去【手間のみ】 レール撤去　Am,Bm m 隠岐 - 820 機・労のみ



２－１－７ 防護柵設置工（ガードパイプ）

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS085 ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ塗装　土中建込 m 隠岐 15,800 15,810 機・労・材

TS086 ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ塗装　土中建込 m 隠岐 11,900 11,930 機・労・材

TS087 ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ塗装　土中建込 m 隠岐 10,800 10,810 機・労・材

TS088 ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅメッキ　土中建込 m 隠岐 16,800 16,820 機・労・材

TS089 ガードパイプ設置工 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅメッキ　土中建込 m 隠岐 12,600 12,630 機・労・材

TS487 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 12,300 12,330 機・労・材

TS488 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 9,430 9,430 機・労・材

TS489 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 8,500 8,500 機・労・材

TS490 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 13,000 13,040 機・労・材

TS491 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 9,960 9,960 機・労・材

TS492 撤去【手間のみ】 土中建込　Ap,Bp,Cp-2E m 隠岐 - 1,950 機・労のみ

TS495 撤去【手間のみ】 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込　Ap,Bp,Cp-2B m 隠岐 - 1,180 機・労のみ



２－１－８ 防護柵設置工（横断・転落防止柵）　

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TSA32 部材設置【材工共】 根巻きコンクリート 箇所 隠岐 - 3,610 機・労のみ



２－１－９ 防護柵設置工（落石防護柵）　

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS988 落石防護柵 中間支柱　柵高１．５０ｍ 本 隠岐 17,200 17,200 機・労・材

TS989 落石防護柵 中間支柱　柵高２．００ｍ 本 隠岐 20,900 20,900 機・労・材

TS990 落石防護柵 中間支柱　柵高２．５０ｍ 本 隠岐 26,300 26,300 機・労・材

TS991 落石防護柵 中間支柱　柵高３．００ｍ 本 隠岐 30,800 30,800 機・労・材

TS992 落石防護柵 中間支柱　柵高３．５０ｍ 本 隠岐 35,400 35,400 機・労・材

TS993 落石防護柵 中間支柱　柵高４．００ｍ 本 隠岐 80,800 81,300 機・労・材

TS994 落石防護柵 端末支柱　柵高１．５０ｍ 本 隠岐 84,100 84,100 機・労・材

TS995 落石防護柵 端末支柱　柵高２．００ｍ 本 隠岐 105,000 105,000 機・労・材

TS996 落石防護柵 端末支柱　柵高２．５０ｍ 本 隠岐 145,000 146,000 機・労・材

TS997 落石防護柵 端末支柱　柵高３．００ｍ 本 隠岐 171,000 172,000 機・労・材

TS998 落石防護柵 端末支柱　柵高３．５０ｍ 本 隠岐 194,000 195,000 機・労・材

TS999 落石防護柵 端末支柱　柵高４．００ｍ 本 隠岐 238,000 239,000 機・労・材

TS660 落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高１．５０ｍ m 隠岐 6,550 6,550 機・労・材

TS661 落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高２．００ｍ m 隠岐 9,110 9,110 機・労・材

TS662 落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高２．５０ｍ m 隠岐 11,400 11,400 機・労・材

TS663 落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高３．００ｍ m 隠岐 13,500 13,500 機・労・材

TS664 落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高３．５０ｍ m 隠岐 16,100 16,100 機・労・材

TS665 落石防護柵ロープ・金網 間隔保持材付　柵高４．００ｍ m 隠岐 18,700 18,700 機・労・材

TS670 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 14,100 14,100 機・労・材

TS671 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 17,100 17,100 機・労・材

TS672 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 19,400 19,400 機・労・材

TS673 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 21,900 21,900 機・労・材

TS682 ステーロープ 岩盤用アンカー込み 本 隠岐 16,400 16,400 機・労・材



２－１－１０ 防護柵設置工（落石防止網）　

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS685 金網・ロープ設置 Ｚ－ＧＳ３，４　φ２．６mm m2 隠岐 2,600 2,600 機・労・材

TS686 金網・ロープ設置 Ｚ－ＧＳ３，４　φ３．２mm m2 隠岐 3,230 3,360 機・労・材

TS687 金網・ロープ設置 Ｚ－ＧＳ３，４　φ４．０mm m2 隠岐 4,120 4,120 機・労・材

TS688 金網・ロープ設置 Ｚ－ＧＳ３，４　φ５．０mm m2 隠岐 5,500 5,500 機・労・材

TS690 アンカー設置 岩盤用φ２２mm×１０００mm 箇所 隠岐 11,100 11,300 機・労・材

TS691 アンカー設置 岩盤用φ２５mm×１０００mm 箇所 隠岐 11,600 11,800 機・労・材

TS692 アンカー設置 岩盤用φ２９mm×１０００mm 箇所 隠岐 12,100 12,300 機・労・材

TS693 アンカー設置 岩盤用φ３２mm×１０００mm 箇所 隠岐 13,200 13,400 機・労・材

TS694 アンカー設置 羽付アンカーφ２５mm×１５００mm 箇所 隠岐 9,810 9,810 機・労・材

TS695 アンカー設置 プレート羽付アンカー有効長１５００mm 箇所 隠岐 32,400 32,400 機・労・材

TS696 アンカー設置 プレート羽付アンカー有効長２０００mm 箇所 隠岐 38,800 38,800 機・労・材

TS697 アンカー設置 溝形鋼羽付アンカー有効長１５００mm 箇所 隠岐 50,200 50,200 機・労・材

TS698 アンカー設置 溝形鋼羽付アンカー有効長２０００mm 箇所 隠岐 55,500 55,500 機・労・材

TS840 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 49,700 49,700 機・労・材

TS841 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 51,900 51,900 機・労・材

TS842 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 54,500 54,500 機・労・材

TS843 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 56,900 56,900 機・労・材

TS844 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 59,200 59,200 機・労・材



２－１－１１ 道路標識設置工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS572 単柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ６０．５ 基 隠岐 25,900 25,900 機・労・材

TS573 単柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ７６．３ 基 隠岐 29,000 29,000 機・労・材

TS574 単柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ８９．１ 基 隠岐 40,400 40,400 機・労・材

TS575 単柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ１０１．６ 基 隠岐 46,800 46,800 機・労・材

TS576 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 26,600 26,600 機・労・材

TS577 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 30,100 30,100 機・労・材

TS578 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 42,000 42,000 機・労・材

TS579 単柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ６０．５ 基 隠岐 25,800 25,800 機・労・材

TS580 単柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ７６．３ 基 隠岐 28,900 28,900 機・労・材

TS581 単柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ８９．１ 基 隠岐 40,100 40,100 機・労・材

TS582 複柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ６０．５ 基 隠岐 49,900 49,900 機・労・材

TS583 複柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ７６．３ 基 隠岐 56,300 56,300 機・労・材

TS584 複柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ８９．１ 基 隠岐 78,200 78,200 機・労・材

TS585 複柱式標識柱・基礎設置 メッキ品φ１０１．６ 基 隠岐 90,600 90,600 機・労・材

TS586 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 51,300 51,300 機・労・材

TS587 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 58,400 58,400 機・労・材

TS588 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 81,400 81,400 機・労・材

TS589 複柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ６０．５ 基 隠岐 49,700 49,700 機・労・材

TS590 複柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ７６．３ 基 隠岐 55,900 55,900 機・労・材

TS591 複柱式標識柱・基礎設置 静電粉体塗装φ８９．１ 基 隠岐 77,600 77,600 機・労・材

TS606 標識板設置（案内標識） 広角プリズム  ２．０m2未満 m2 隠岐 127,000 127,000 機・労・材

TS607 標識板設置（案内標識） 広角プリズム  ２．０m2以上 m2 隠岐 118,000 118,000 機・労・材

TS598 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 80,100 80,100 機・労・材

TS599 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 71,100 71,100 機・労・材

TS603 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 64,100 64,100 機・労・材

TS604 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 53,700 53,700 機・労・材

TS609 添架式標識取付金具設置 信号ア－ム部 基 隠岐 6,910 6,910 機・労・材

TS610 添架式標識取付金具設置 照明柱・既設標識柱 基 隠岐 9,040 9,040 機・労・材



２－１－１１ 道路標識設置工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS612 道路標識　基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ　4.0m3未満 m3 隠岐 81,200 81,200 機・労・材

TS613 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 72,200 機・労・材

TS614 道路標識　基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ　6.0m3以上 m3 隠岐 61,200 61,200 機・労・材

TS636 道路標識　アンカ－ボルト加算額 材料価格 kg 隠岐 598 598



２－１－１２ 道路付属物工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS870 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 5,600 5,600 機・労・材

TS871 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 6,650 6,650 機・労・材

TS872 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 6,050 6,050 機・労・材

TS873 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 18,400 18,450 機・労・材

TS874 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 4,930 4,930 機・労・材

TS875 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 6,100 6,100 機・労・材

TS876 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 5,820 5,820 機・労・材

TS877 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 11,300 11,360 機・労・材

TS878 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 9,060 9,060 機・労・材

TS879 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 9,830 9,830 機・労・材

TS880 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 9,360 9,360 機・労・材

TS881 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 21,900 21,900 機・労・材

TS882 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 8,380 8,380 機・労・材

TS883 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 9,290 9,290 機・労・材

TS884 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 9,130 9,130 機・労・材

TS885 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 14,700 14,710 機・労・材

TS935 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 3,670 3,670 労・材

TS936 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 4,400 4,400 労・材

TS937 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 3,950 3,950 労・材

TS938 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 16,500 16,500 労・材

TS939 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 2,990 2,990 労・材

TS940 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 3,860 3,860 労・材

TS941 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 3,720 3,720 労・材

TS942 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 9,320 9,320 労・材

TS886 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 3,890 3,890 労・材

TS887 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 2,090 2,090 労・材

TS888 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 4,160 4,160 労・材

TS889 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 17,400 17,450 労・材



２－１－１２ 道路付属物工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS890 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 3,220 3,220 労・材

TS891 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 1,930 1,930 労・材

TS892 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 3,410 3,410 労・材

TS893 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 10,100 10,150 労・材

TS894 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 4,420 4,420 機・労・材

TS895 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 7,620 7,620 機・労・材

TS896 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 17,200 17,220 機・労・材

TS897 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 3,660 3,660 機・労・材

TS898 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 6,730 6,730 機・労・材

TS899 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 11,700 11,720 機・労・材

TS900 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 10,700 10,730 機・労・材

TS901 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 10,600 10,680 機・労・材

TS902 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 10,200 10,280 機・労・材

TS903 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 13,800 13,800 機・労・材

TS904 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 14,100 14,100 機・労・材

TS905 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 13,800 13,800 機・労・材

TS943 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 8,410 8,410 労・材

TS945 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 8,410 労・材

TS944 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 8,050 労・材

TS033 視線誘導標　防塵型　加算額 プロペラ　φ１００以下 面 隠岐 1,000 1,000

TS034 視線誘導標　防塵型　加算額 プロペラ　φ３００ 面 隠岐 4,400 4,400

TS035 視線誘導標　さや管（加算額） 本 隠岐 1,360 1,360

TS908 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 10,300 10,300 機・労・材

TS909 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 9,250 9,250 機・労・材

TS910 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 9,520 9,520 機・労・材

TS911 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 8,340 8,340 機・労・材

TS912 道路鋲設置　小型鋲 H30cm以下 両面反射  穿孔式  幅１５cm 個 隠岐 4,820 4,820 機・労・材

TS913 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 1,380 労・材



２－１－１２ 道路付属物工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS019 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 4,350 機・労・材

TS020 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 1,340 労・材

TS024 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 19,400 19,410 機・労・材

TS027 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 17,700 17,710 機・労・材

TS030 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 15,300 15,310 労・材

TS025 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 21,000 21,010 機・労・材

TS028 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 20,900 20,910 機・労・材

TS031 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 18,500 18,510 労・材

TS026 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 23,400 23,420 機・労・材

TS029 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 22,900 22,910 機・労・材

TS032 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 20,500 20,510 労・材



２－１－１４ コンクリートブロック積

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS958 コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 松江１松江２ 11,600 11,600 機・労・材

TS958 コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 広瀬１広瀬２ 11,600 11,600 機・労・材

TS958 コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 雲南１雲南２雲南３仁多 11,600 11,600 機・労・材

TS958 コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 出雲１出雲２出雲３ 11,600 11,600 機・労・材

TS958 コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 大田県央１県央２ 11,600 11,600 機・労・材

TS958 コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 浜田１浜田２ 11,600 11,600 機・労・材

TS958 コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 浜田３ 11,600 11,600 機・労・材

TS958 コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 益田１ 11,600 11,600 機・労・材

TS958 コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 益田２ 11,700 11,700 機・労・材

TS958 コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 益田３ 11,800 11,800 機・労・材

TS958 コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 津和野１津和野２ 11,700 11,700 機・労・材

TS958 コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 津和野３ 11,800 11,800 機・労・材

TS958 コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 隠岐１ 14,300 14,300 機・労・材

TS958 コンクリートブロック積 １５０kg未満 m2 隠岐２隠岐３ 14,300 14,300 機・労・材



２－１－１５ 法面工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS240 モルタル吹付工 吹付厚　５cm・普通セメント使用 m2 隠岐 4,350 4,350 機・労・材

TS241 モルタル吹付工 吹付厚　６cm・普通セメント使用 m2 隠岐 4,510 4,510 機・労・材

TS242 モルタル吹付工 吹付厚　７cm・普通セメント使用 m2 隠岐 4,700 4,700 機・労・材

TS243 モルタル吹付工 吹付厚　８cm・普通セメント使用 m2 隠岐 5,440 5,490 機・労・材

TS244 モルタル吹付工 吹付厚　９cm・普通セメント使用 m2 隠岐 5,700 5,750 機・労・材

TS245 モルタル吹付工 吹付厚１０cm・普通セメント使用 m2 隠岐 5,940 5,940 機・労・材

TS260 コンクリ－ト吹付工 吹付厚１０cm・普通セメント使用 m2 隠岐 5,600 5,700 機・労・材

TS261 コンクリ－ト吹付工 吹付厚１５cm・普通セメント使用 m2 隠岐 7,630 7,680 機・労・材

TS262 コンクリ－ト吹付工 吹付厚２０cm・普通セメント使用 m2 隠岐 9,440 9,640 機・労・材

TS285 種子散布工 m2 隠岐 172 172 機・労・材

TS280 客土吹付工 吹付厚　１cm m2 隠岐 879 879 機・労・材

TS281 客土吹付工 吹付厚　２cm m2 隠岐 1,460 1,460 機・労・材

TS282 客土吹付工 吹付厚　３cm m2 隠岐 2,060 2,060 機・労・材

TS270 植生基材吹付工 吹付厚　３cm m2 隠岐 3,560 3,560 機・労・材

TS271 植生基材吹付工 吹付厚　４cm m2 隠岐 4,050 4,050 機・労・材

TS272 植生基材吹付工 吹付厚　５cm m2 隠岐 4,500 4,500 機・労・材

TS273 植生基材吹付工 吹付厚　６cm m2 隠岐 5,100 5,100 機・労・材

TS274 植生基材吹付工 吹付厚　７cm m2 隠岐 5,600 5,600 機・労・材

TS275 植生基材吹付工 吹付厚　８cm m2 隠岐 6,250 6,250 機・労・材

TS276 植生基材吹付工 吹付厚１０cm m2 隠岐 7,200 7,200 機・労・材

TS295 植生マット工 肥料袋付 m2 隠岐 1,750 1,750 労・材

TS292 植生シート工 肥料袋無・標準品 m2 隠岐 622 637 労・材

TS299 植生シート工 肥料袋無・環境品 m2 隠岐 892 892 労・材

TS845 植生筋工 人工筋芝（種子帯） m2 隠岐 1,010 1,010 機・労・材

TS846 筋芝工 野芝・高麗芝 m2 隠岐 1,190 1,220 機・労・材

TS847 張芝工 野芝・高麗芝（全面張） m2 隠岐 1,450 1,450 労・材

TS294 繊維ネット工 肥料袋無 m2 隠岐 620 635 労・材

TS297 繊維ネット工 肥料袋付 m2 隠岐 1,470 1,470 労・材



２－１－１６ 現場吹付法枠工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS928 吹付枠工 モルタル・コンクリート　１５０×１５０ m 隠岐 6,460 6,460 機・労・材

TS929 吹付枠工 モルタル・コンクリート　２００×２００ m 隠岐 8,270 8,270 機・労・材

TS930 吹付枠工 モルタル・コンクリート　３００×３００ m 隠岐 12,800 12,800 機・労・材

TS931 吹付枠工 モルタル・コンクリート　４００×４００ m 隠岐 20,800 20,800 機・労・材

TS932 吹付枠工 モルタル・コンクリート　５００×５００ m 隠岐 28,400 28,400 機・労・材

TS933 吹付枠工 モルタル・コンクリート　６００×６００ m 隠岐 38,200 38,200 機・労・材

TS934 ラス張工 現場吹付法枠用 m2 隠岐 1,410 1,410 機・労・材

TS967 水切りモルタル・コンクリ－ト 現場吹付法枠用 m3 隠岐 50,200 50,200



２－１－１７ 鉄筋挿入工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TSD00017 架設足場設置・撤去（ロックボルト工） 空m3 隠岐 2,800 2,800 労・材



２－１－１８ 道路植栽工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS310 中木支柱設置 ・二脚鳥居 樹高 250cm以上（添木付） 本 隠岐 4,870 4,870 労・材

TS311 中木支柱設置 ・八ッ掛 樹高 100cm以上（竹） 本 隠岐 2,040 2,040 労・材

TS312 中木支柱設置 ・布掛 樹高 100cm以上（竹） m 隠岐 1,050 1,050 労・材

TS313 中木支柱設置・添柱形（１本形・竹） 樹高　１００cm以上 本 隠岐 802 802 労・材

TS314 中木支柱設置 ・生垣形 樹高　１００cm以上 m 隠岐 1,270 1,270 労・材

TS315 高木支柱設置 ・二脚鳥居 幹周 30cm未満（添木付） 本 隠岐 4,870 4,870 労・材

TS316 高木支柱設置 ・二脚鳥居 幹周 30cm以上 40cm未満（添木無） 本 隠岐 2,880 2,880 労・材

TS317 高木支柱設置 ・三脚鳥居 幹周 30cm以上 60cm未満 本 隠岐 3,850 3,850 労・材

TS318 高木支柱設置 ・十字鳥居 幹周　３０cm以上 本 隠岐 7,340 7,340 労・材

TS319 高木支柱設置 ・二脚鳥居組合せ 幹周　５０cm以上 本 隠岐 7,680 7,680 労・材

TS320 高木支柱設置 ・八ッ掛 幹周　４０cm未満 本 隠岐 10,900 10,900 労・材

TS321 高木支柱設置 ・八ッ掛 幹周　４０cm以上 本 隠岐 12,700 12,700 労・材

TS820 移植工(低木･株物) 堀取工・樹高　60cm未満 本 隠岐 275 275 機・労

TS821 移植工（中木） 堀取工・樹高　60cm以上100cm未満 本 隠岐 520 520 機・労・材

TS822 移植工（中木） 堀取工・樹高　100cm以上200cm未満 本 隠岐 1,380 1,380 機・労・材

TS823 移植工（中木） 堀取工・樹高　200cm以上300cm未満 本 隠岐 2,550 2,550 機・労・材

TS824 移植工（高木） 堀取工・幹周　30cm未満 本 隠岐 9,500 9,500 機・労・材

TS825 移植工（高木） 堀取工・幹周　30cm以上60cm未満 本 隠岐 20,300 20,300 機・労・材

TS826 移植工（高木） 堀取工・幹周　60cm以上90cm未満 本 隠岐 48,000 48,000 機・労・材

TS810 植樹管理（灌水）【手間のみ】 散水車使用（貸与車） m2 隠岐 - 15 機・労のみ



２－１－１９ 公園植栽工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS854 支柱設置　中木 二脚鳥居　添木付　樹高　２５０cm以上 本 隠岐 4,440 4,440 労・材

TS855 支柱設置　中木 八ツ掛（竹）　　　 樹高　１００cm以上 本 隠岐 1,910 1,910 労・材

TS856 公園植栽　支柱設置 添柱形（１本形・竹）　樹高　１００cm以上 本 隠岐 717 717 労・材

TS857 支柱設置　中木 布掛け（竹）　　　樹高　１００cm以上 m 隠岐 985 985 労・材

TS858 支柱設置　中木 生垣形　　　　　　樹高　１００cm以上 m 隠岐 1,160 1,160 労・材



２－１－２０ 橋梁塗装工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TSD00021 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 2,910 機・労

TSD00023 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 6,310 6,310 機・労・材

TSD00025 新橋・新橋継手部現場塗装工 準備補修 m2 隠岐 250 250 機・労・材

TSD00027 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 446 446 機・労・材

TSD00029 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 2,050 2,050 機・労・材

TSD00031 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 1,210 1,210 機・労・材

TSD00033 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 - 1,170 機・労・材

TSD00035 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 - 1,300 機・労・材

TSD00037 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 582 582 機・労・材

TSD00039 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 446 446 機・労・材

TSD00041 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 416 416 機・労・材

TSD00043 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 436 436 機・労・材

TSD00045 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 526 526 機・労・材

TSD00047 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 566 566 機・労・材

TSD00049 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 496 496 機・労・材

TSD00051 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 416 416 機・労・材

TSD00053 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 446 446 機・労・材

TSD00055 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 866 866 機・労・材

TSD00057 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 1,030 機・労・材

TSD00059 塗替塗装工 清掃水洗い m2 隠岐 110 110 機・労

TSD00061 塗替塗装工（素地調整） １種ケレン（ブラスト法） m2 隠岐 4,640 4,640 機・労・材

TSD00063 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 2,050 2,050 機・労

TSD00065 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 1,390 機・労・材

TSD00067 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 780 780 機・労・材

TSD00069 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 530 530 機・労・材

TSD00071 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 370 370 機・労

TSD00073 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 587 587 機・労・材

TSD00075 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 - 934 機・労・材
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改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用
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注釈 摘要
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TSD00077 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 - 872 機・労・材

TSD00079 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 547 547 機・労・材

TSD00081 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 825 825 機・労・材

TSD00083 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 - 1,930 機・労・材

TSD00085 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 446 446 機・労・材

TSD00087 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 416 416 機・労・材

TSD00089 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 436 436 機・労・材

TSD00091 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 526 526 機・労・材

TSD00093 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 451 451 機・労・材

TSD00095 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 566 566 機・労・材

TSD00097 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 496 496 機・労・材

TSD00099 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 496 496 機・労・材

TSD00101 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 416 416 機・労・材

TSD00103 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 446 446 機・労・材

TSD00105 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 866 866 機・労・材

TSD00107 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 806 806 機・労・材

TSD00109 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 1,030 機・労・材

TSD00111 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 970 970 機・労・材

TSD00179 新橋・新橋継手部共通：下塗り(はけ・ﾛｰﾗｰ) 130g/m2,ミストコート(変性エポキシ) m2 隠岐 446 446 機・労・材

TSD00181 新橋・新橋継手部共通：下塗り(はけ・ﾛｰﾗｰ) 500g/m2×2回,超厚膜形エポキシ樹脂塗料 m2 隠岐 2,050 2,050 機・労・材

TSD00183 新橋・新橋継手部共通：下塗り(はけ・ﾛｰﾗｰ) 300g/m2×2回,有機ジンクリッチペイント m2 隠岐 1,210 1,210 機・労・材

TSD00185 新橋・新橋継手部共通：下塗り(はけ・ﾛｰﾗｰ) 200g/m2×2層,変性エポキシ樹脂塗料 m2 隠岐 1,170 1,170 機・労・材

TSD00187 新橋・新橋継手部共通：下塗り(はけ・ﾛｰﾗｰ) 140g/m2×3層,鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めペイント m2 隠岐 1,300 1,300 機・労・材

TSD00189 新橋・新橋継手部共通：下塗り(はけ・ﾛｰﾗｰ) 200g/m2,変性エポキシ樹脂塗料(内面) m2 隠岐 582 582 機・労・材

TSD00191 新橋・新橋継手部共通：中塗り(はけ・ﾛｰﾗｰ) 120g/m2,長油性フタル酸樹脂塗料(赤系) m2 隠岐 446 446 機・労・材

TSD00193 新橋・新橋継手部共通：中塗り(はけ・ﾛｰﾗｰ) 120g/m2,長油性フタル酸樹脂塗料(淡彩) m2 隠岐 416 416 機・労・材

TSD00195 新橋・新橋継手部共通：中塗り(はけ・ﾛｰﾗｰ) 120g/m2,長油性フタル酸樹脂塗料(濃彩) m2 隠岐 436 436 機・労・材

TSD00197 新橋・新橋継手部共通：中塗り(はけ・ﾛｰﾗｰ) 140g/m2,ふっ素樹脂塗料用(淡彩) m2 隠岐 526 526 機・労・材
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TSD00199 新橋・新橋継手部共通：中塗り(はけ・ﾛｰﾗｰ) 140g/m2,ふっ素樹脂塗料用(濃彩) m2 隠岐 566 566 機・労・材

TSD00201 新橋・新橋継手部共通：上塗り(はけ・ﾛｰﾗｰ) 110g/m2,長油性フタル酸樹脂塗料(赤系) m2 隠岐 496 496 機・労・材

TSD00203 新橋・新橋継手部共通：上塗り(はけ・ﾛｰﾗｰ) 110g/m2,長油性フタル酸樹脂塗料(淡彩) m2 隠岐 416 416 機・労・材

TSD00205 新橋・新橋継手部共通：上塗り(はけ・ﾛｰﾗｰ) 110g/m2,長油性フタル酸樹脂塗料(濃彩) m2 隠岐 446 446 機・労・材

TSD00207 新橋・新橋継手部共通：上塗り(はけ・ﾛｰﾗｰ) 120g/m2,ふっ素樹脂塗料用(淡彩) m2 隠岐 866 866 機・労・材

TSD00209 新橋・新橋継手部共通：上塗り(はけ・ﾛｰﾗｰ) 120g/m2,ふっ素樹脂塗料用(濃彩) m2 隠岐 1,030 1,030 機・労・材

TSD00211 塗替塗装(下塗り塗装)：はけ・ローラー 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料,200g/m2 m2 隠岐 587 587 機・労・材

TSD00213 塗替塗装(下塗り塗装)：はけ・ローラー 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料,200g/m2×2層 m2 隠岐 1,170 1,170 機・労・材

TSD00215 塗替塗装(下塗り塗装)：スプレー 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料,240g/m2×2層 m2 隠岐 934 934 機・労・材

TSD00217 塗替塗装(下塗り塗装)：はけ・ローラー 鉛・クロムフリーさび止ﾍﾟｲﾝﾄ,140g/m2×2層 m2 隠岐 872 872 機・労・材

TSD00219 塗替塗装(下塗り塗装)：はけ・ローラー[1] 有機ジンクリッチペイント,240g/m2 m2 隠岐 547 547 機・労・材

TSD00221 塗替塗装(下塗り塗装)：はけ・ローラー[2] 有機ジンクリッチペイント,300g/m2×2回 m2 隠岐 1,210 1,210 機・労・材

TSD00223 塗替塗装(下塗り塗装)：スプレー 有機ジンクリッチペイント,600g/m2 m2 隠岐 825 825 機・労・材

TSD00225 塗替塗装(下塗り塗装)：はけ・ローラー 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料,300g/m2×2層 m2 隠岐 1,930 1,930 機・労・材

TSD00227 塗替塗装(中塗り塗装)：はけ・ﾛｰﾗｰ(赤系) 長油性フタル酸樹脂塗料,120g/m2 m2 隠岐 446 446 機・労・材

TSD00229 塗替塗装(中塗り塗装)：はけ・ﾛｰﾗｰ(淡彩) 長油性フタル酸樹脂塗料,120g/m2 m2 隠岐 416 416 機・労・材

TSD00231 塗替塗装(中塗り塗装)：はけ・ﾛｰﾗｰ(濃彩) 長油性フタル酸樹脂塗料,120g/m2 m2 隠岐 436 436 機・労・材

TSD00233 塗替塗装(中塗り塗装)：はけ・ﾛｰﾗｰ(淡彩) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用,140g/m2 m2 隠岐 526 526 機・労・材

TSD00235 塗替塗装(中塗り塗装)：スプレー(淡彩) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用,170g/m2 m2 隠岐 451 451 機・労・材

TSD00237 塗替塗装(中塗り塗装)：はけ・ﾛｰﾗｰ(濃彩) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用,140g/m2 m2 隠岐 566 566 機・労・材

TSD00239 塗替塗装(中塗り塗装)：スプレー(濃彩) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用,170g/m2 m2 隠岐 496 496 機・労・材

TSD00241 塗替塗装(上塗り塗装)：はけ・ﾛｰﾗｰ(赤系) 長油性フタル酸樹脂塗料,110g/m2 m2 隠岐 496 496 機・労・材

TSD00243 塗替塗装(上塗り塗装)：はけ・ﾛｰﾗｰ(淡彩) 長油性フタル酸樹脂塗料,110g/m2 m2 隠岐 416 416 機・労・材

TSD00245 塗替塗装(上塗り塗装)：はけ・ﾛｰﾗｰ(濃彩) 長油性フタル酸樹脂塗料,110g/m2 m2 隠岐 446 446 機・労・材

TSD00247 塗替塗装(上塗り塗装)：はけ・ﾛｰﾗｰ(淡彩) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用,120g/m2 m2 隠岐 866 866 機・労・材

TSD00249 塗替塗装(上塗り塗装)：スプレー(淡彩) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用,140g/m2 m2 隠岐 806 806 機・労・材

TSD00251 塗替塗装(上塗り塗装)：はけ・ﾛｰﾗｰ(濃彩) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用,120g/m2 m2 隠岐 1,030 1,030 機・労・材

TSD00253 塗替塗装(上塗り塗装)：スプレー(濃彩) 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用,140g/m2 m2 隠岐 1,030 1,030 機・労・材



２－１－２１ 橋梁用伸縮継手装置設置工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS470 伸縮継手新設工 軽量型 m 隠岐 29,300 29,300 機・労

TS473 伸縮継手新設工 普通型 m 隠岐 31,600 31,600 機・労

TS476 伸縮継手補修工 軽量型　１車線相当施工 m 隠岐 99,700 99,700 機・労

TS477 伸縮継手補修工 軽量型　２車線相当施工 m 隠岐 75,000 75,000 機・労

TS478 伸縮継手補修工 普通型　１車線相当施工 m 隠岐 107,000 107,000 機・労

TS479 伸縮継手補修工 普通型　２車線相当施工 m 隠岐 79,000 79,000 機・労



２－１－２２ 橋梁用埋設型伸縮継手装置設置工　

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS000001 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 1,370,000 1,370,000

TS000003 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 756,000 756,000

TS000005 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 31,300 31,300



２－１－２３ 橋面防水工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS080 橋面防水工 新設　シート系防水 m2 隠岐 1,940 1,940 機・労・材

TS082 橋面防水工 新設　塗膜系防水 m2 隠岐 1,470 1,470 機・労・材

TS081 橋面防水工 補修　シート系防水 m2 隠岐 2,300 2,300 機・労・材

TS083 橋面防水工 補修　塗膜系防水 m2 隠岐 1,890 1,890 機・労・材



２－１－２４ 薄層カラー舗装

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TS550 樹脂モルタル舗装工 厚６mm以下 m2 隠岐 5,290 5,290 機・労・材

TS551 樹脂モルタル舗装工 厚６mm超え８mm以下 m2 隠岐 7,120 7,120 機・労・材

TS552 樹脂モルタル舗装工 厚８mm超え１０mm以下 m2 隠岐 8,550 8,550 機・労・材

TS553 景観透水性舗装工 厚１０mm以下 m2 隠岐 6,940 6,940 機・労・材

TS554 景観透水性舗装工 厚１０mm超え１５mm以下 m2 隠岐 8,810 8,810 機・労・材

TSD00129 樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-101 m2 隠岐 4,680 4,680 機・労・材

TSD00131 樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-102 m2 隠岐 5,780 5,780 機・労・材

TSD00133 樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-103 m2 隠岐 5,080 5,080 機・労・材

TSD00135 樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-104 m2 隠岐 6,190 6,190 機・労・材

TSD00137 樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-201 m2 隠岐 7,880 7,880 機・労・材

TSD00139 樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-202 m2 隠岐 8,980 8,980 機・労・材

TSD00141 樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-203 m2 隠岐 8,680 8,680 機・労・材

TSD00143 樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-204 m2 隠岐 9,690 9,690 機・労・材

TSD00145 樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-301 m2 隠岐 5,260 5,260 機・労・材

TSD00147 樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-302 m2 隠岐 6,370 6,370 機・労・材

TSD00149 樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-303 m2 隠岐 6,070 6,070 機・労・材

TSD00151 樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-304 m2 隠岐 7,170 7,170 機・労・材

TSD00153 樹脂系すべり止め舗装工 車道、ETCレーン　RPN-401 m2 隠岐 7,980 7,980 機・労・材

TSD00155 樹脂系すべり止め舗装工 車道、ETCレーン　RPN-402 m2 隠岐 9,280 9,280 機・労・材

TSD00157 樹脂系すべり止め舗装工 歩道、自転車道　RPN-501 m2 隠岐 5,360 5,360 機・労・材

TSD00159 樹脂系すべり止め舗装工 歩道、自転車道　RPN-502 m2 隠岐 6,370 6,370 機・労・材

TSD00161 樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-601 m2 隠岐 5,040 5,040 機・労・材

TSD00163 樹脂系すべり止め舗装工 車道　RPN-602 m2 隠岐 5,440 5,440 機・労・材



２－２－１ 底面工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL001 底面ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 m2 隠岐 339 339 労・材



２－２－２ マット工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL300 アスファルトマット（工場製作）設置 クレーン抜き m2 隠岐 13,300 13,300 労・材

TL380 ゴム系マット（再生）設置 m2 隠岐 10,200 10,200 労・材



２－２－３ ケーソン海上打継支保工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL218 支保工（上部工（重力式）） クレーン抜き m 隠岐 4,510 4,710 労・材

TL219 支保工（上部工（鋼矢板式）） クレーン抜き m 隠岐 14,100 15,300 労・材

TL217 ケ－ソン海上打継用支保工 クレーン抜き m 隠岐 4,520 4,520 労・材



２－２－４ 足場工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL035 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 2,270 労・材

TL033 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 2,270 労・材

TL030 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 1,770 労・材

TL031 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 1,470 労・材

TL034 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 1,870 労・材

TL044 内足場架払い（ケーソン製作） クレーン抜き m2 隠岐 1,430 1,430 労・材

TL064 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 1,300 労・材



２－２－５ 鉄筋工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL074 鉄筋加工組立（ケーソン製作） クレーン抜き ｔ 隠岐 52,500 52,500 労

TL094 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 53,000 労

TL095 鉄筋加工組立（上部工） クレーン抜き ｔ 隠岐 55,000 55,000 労



２－２－６ 吊鉄筋工(吊鉄筋・吊バー)

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL305 吊鉄筋加工組立（３８mm未満） クレーン抜き ｔ 隠岐 59,500 59,500 労

TL306 吊鉄筋加工組立（３８mm以上５０mm未満） クレーン抜き ｔ 隠岐 54,500 54,500 労

TL307 吊鉄筋加工組立（５０mm以上８０mm未満） クレーン抜き ｔ 隠岐 49,000 49,000 労



２－２－７ 型枠工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL104 型枠組立組外し（ケーソン製作） クレーン抜き m2 隠岐 4,140 4,140 労・材

TL124 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 4,440 4,440 労・材

TL125 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 6,240 6,540 労・材

TL126 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 6,860 7,160 労・材

TL121 型枠組立組外し（方塊製作） クレーン抜き m2 隠岐 3,140 3,140 労・材



２－２－８ コンクリート打設工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL130 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 3,000 機・労

TL131 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 3,600 機・労

TL133 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 2,400 労

TL134 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 2,400 労

TL135 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 3,900 機・労

TL138 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 3,000 労

TL139 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 3,000 労

TL140 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 2,700 機・労

TL142 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 1,800 労

TL143 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 1,800 労

TL144 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 2,800 労

TL145 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 1,900 労



２－２－９ 止水板工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL221 止水板取付　陸上施工 クレ－ン抜き 個 隠岐 1,050 1,050 労

TL222 止水板取付　海上施工 海上施工 個 隠岐 550 550 労

TL223 止水板取外　海上施工 海上施工 個 隠岐 400 400 労



２－２－１０ 上蓋工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL224 上蓋使用料 ケ－ソン据付け用 m2 隠岐 600 600 ケーソン1函・ｍ２あたり使用料

TL227 上蓋取付け・取外し ケ－ソン据付け用　手間のみ 函 隠岐 77,000 77,000 労



２－２－１１ 係船柱取付工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL147 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 24,000 労

TL148 係船柱取付　海上施工 けん引力100KＮ未満 基 隠岐 24,000 24,000 労

TL150 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 26,000 労

TL151 係船柱取付　海上施工 けん引力100～150KＮ未満 基 隠岐 26,000 26,000 労

TL153 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 38,000 労

TL154 係船柱取付　海上施工 けん引力150～1000KＮ未満 基 隠岐 38,000 38,000 労

TL156 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 75,500 労

TL157 係船柱取付　海上施工 けん引力1000KＮ以上 基 隠岐 75,500 75,500 労

TL158 架台現場製作　陸上施工 けん引力100KＮ未満 基 隠岐 6,550 6,550 労・材

TL159 架台現場製作　海上施工 けん引力100KＮ未満 基 隠岐 6,550 6,550 労・材

TL160 架台現場製作　陸上施工 けん引力100～150KＮ未満 基 隠岐 7,280 7,280 労・材

TL161 架台現場製作　海上施工 けん引力100～150KＮ未満 基 隠岐 7,280 7,280 労・材

TL162 架台現場製作　陸上施工 けん引力150～700KＮ未満 基 隠岐 11,700 11,700 労・材

TL163 架台現場製作　海上施工 けん引力150～700KＮ未満 基 隠岐 11,700 11,700 労・材

TL164 架台現場製作　陸上施工 けん引力700～1000KＮ未満 基 隠岐 18,400 18,400 労・材

TL165 架台現場製作　海上施工 けん引力700～1000KＮ未満 基 隠岐 18,400 18,400 労・材

TL166 架台現場製作　陸上施工 けん引力1000～1500KＮ未満 基 隠岐 24,600 24,600 労・材

TL167 架台現場製作　海上施工 けん引力1000～1500KＮ未満 基 隠岐 24,600 24,600 労・材

TL168 架台現場製作　陸上施工 けん引力1500KＮ以上 基 隠岐 27,800 27,800 労・材

TL169 架台現場製作　海上施工 けん引力1500KＮ以上 基 隠岐 27,800 27,800 労・材

TL170 架台取付　　　陸上施工 けん引力100KＮ未満 基 隠岐 4,000 4,000 労

TL171 架台取付　　　海上施工 けん引力100KＮ未満 基 隠岐 4,000 4,000 労

TL172 架台取付　　　陸上施工 けん引力100～150KＮ未満 基 隠岐 4,100 4,100 労

TL173 架台取付　　　海上施工 けん引力100～150KＮ未満 基 隠岐 4,100 4,100 労

TL174 架台取付　　　陸上施工 けん引力150～700KＮ未満 基 隠岐 6,200 6,200 労

TL175 架台取付　　　海上施工 けん引力150～700KＮ未満 基 隠岐 6,200 6,200 労

TL176 架台取付　　　陸上施工 けん引力700～1000KＮ未満 基 隠岐 8,300 8,300 労

TL177 架台取付　　　海上施工 けん引力700～1000KＮ未満 基 隠岐 8,300 8,300 労



２－２－１１ 係船柱取付工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL178 架台取付　　　陸上施工 けん引力1000～1500KＮ未満 基 隠岐 12,300 12,300 労

TL179 架台取付　　　海上施工 けん引力1000～1500KＮ未満 基 隠岐 12,300 12,300 労

TL180 架台取付　　　陸上施工 けん引力1500KＮ以上 基 隠岐 16,600 16,600 労

TL181 架台取付　　　海上施工 けん引力1500KＮ以上 基 隠岐 16,600 16,600 労



２－２－１２ 防舷材取付工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL191 防舷材取付　陸上施工 H=250mm未満　クレーン抜き 基 隠岐 9,600 9,600 労

TL192 防舷材取付　海上施工 H=250mm未満 基 隠岐 10,600 10,600 労

TL194 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 12,700 労

TL195 防舷材取付　海上施工 H=250～500mm未満 基 隠岐 15,600 15,600 労

TL197 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 16,900 労

TL198 防舷材取付　海上施工 H=500～800mm未満 基 隠岐 18,900 18,900 労

TL200 防舷材取付　陸上施工 H=800mm以上  クレーン抜き 基 隠岐 20,300 20,300 労

TL201 防舷材取付　海上施工 H=800mm以上 基 隠岐 22,600 22,600 労

TL182 埋込栓取付　陸上施工 H=250mm未満 基 隠岐 7,900 7,900 労

TL183 埋込栓取付　海上施工 H=250mm未満 基 隠岐 9,000 9,000 労

TL184 埋込栓取付　陸上施工 H=250～500mm未満 基 隠岐 11,400 11,400 労

TL185 埋込栓取付　海上施工 H=250～500mm未満 基 隠岐 13,600 13,600 労

TL186 埋込栓取付　陸上施工 H=500～800mm未満 基 隠岐 14,500 14,500 労

TL187 埋込栓取付　海上施工 H=500～800mm未満 基 隠岐 16,400 16,400 労

TL188 埋込栓取付　陸上施工 H=800mm以上 基 隠岐 16,800 16,800 労

TL189 埋込栓取付　海上施工 H=800mm以上 基 隠岐 19,300 19,300 労

TL202 梯子取付　　陸上施工 H=250mm未満　クレーン抜き 基 隠岐 30,000 30,000 労

TL203 梯子取付　　海上施工 H=250mm未満 基 隠岐 30,500 30,500 労

TH000085 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 H=500mm～800mm未満,陸上施工 基 隠岐 - 14,500 労

TH000087 埋込栓取付(先付)【手間のみ】 H=500mm～800mm未満,海上施工 基 隠岐 - 16,400 労

TH000089 防舷材取付【手間のみ】 H=500mm～800mm未満,陸上施工,クレーン抜き 基 隠岐 - 16,900 労

TH000091 防舷材取付【手間のみ】 H=500mm～800mm未満,海上施工 基 隠岐 - 18,900 労



２－２－１３ 車止・縁金物製作・取付工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL208 車止め取付 二次製品　クレーン抜き m 隠岐 1,900 1,900 労

TL211 縁金物取付 二次製品 m 隠岐 1,100 1,100 労



２－２－１４ 電気防食工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL212 取付金具製作 組 隠岐 842 842 労・材

TL213 取付金具取付 クレーン抜き 組 隠岐 1,250 1,250 労

TL214 陽極取付 アルミ合金陽極　クレーン込み 個 隠岐 15,000 15,000 機・労

TL216 電位測定装置取付 個 隠岐 18,500 18,500 労



２－２－１５ 防砂目地工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL256 防砂目地板取付 陸上施工 m 隠岐 5,300 5,300 労

TL257 防砂目地板取付 水中施工 m 隠岐 13,800 13,800 機・労



２－２－１６ 吸出防止工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL258 防砂シート敷設 陸上施工　クレーン抜き m2 隠岐 800 800 機・労

TL260 防砂シート敷設 海上施工　台船を使用 m2 隠岐 1,100 1,100 機・労

TL261 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 1,550 機・労



２－２－１７ 港湾構造物塗装工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL252 係船柱塗装工　新設 錆止め＋下塗り・上塗り m2 隠岐 1,700 1,700 労・材

TL253 係船柱塗装工  新設・塗替 錆止め m2 隠岐 352 352 労・材

TL254 係船柱塗装工  新設・塗替 下塗り・上塗り m2 隠岐 1,350 1,350 労・材

TL255 係船柱塗装工  塗替 再錆止め＋下塗り・上塗り m2 隠岐 4,250 4,250 労・材

TL230 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 1,800 労・材

TL232 車止塗装工　　塗替 既設亜鉛メッキの補修 m2 隠岐 2,550 2,550 労・材

TL233 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 2,100 労・材

TL231 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 1,700 労・材

TL234 縁金物塗装工  塗替 既設亜鉛メッキの補修 m2 隠岐 2,400 2,400 労・材

TL235 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 2,000 労・材



２－２－１８ 現場鋼材溶接工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL236 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 8,660 労・材

TL237 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 14,000 労・材

TL238 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 21,800 労・材

TL239 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 20,600 労・材

TL240 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 31,400 労・材

TL241 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 2,050 労・材

TL242 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 4,450 労・材

TL243 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 8,560 労・材

TL244 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 10,800 労・材

TL245 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 18,000 労・材

TL246 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 27,300 労・材

TL247 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 25,800 労・材

TL248 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 38,800 労・材

TL249 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 2,600 労・材

TL250 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 6,000 労・材

TL251 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 11,000 労・材

TL262 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 978 978 労・材

TL263 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 4,970 労・材

TL264 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 7,990 労・材

TL265 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 11,000 労・材

TL266 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 7,790 労・材

TL267 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 1,150 労・材

TL268 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 6,320 労・材

TL269 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 10,000 労・材

TL270 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 14,300 労・材

TL271 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 9,740 労・材

TL272 水中被覆アーク溶接 板厚３mm以上６mm未満 m 隠岐 9,700 9,700 労・材

TL273 水中被覆アーク溶接 板厚６mm以上１０mm未満 m 隠岐 17,700 17,700 労・材



２－２－１８ 現場鋼材溶接工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL274 水中被覆アーク溶接 板厚１０mm以上１３mm未満 m 隠岐 32,400 32,400 労・材

TL275 水中被覆アーク溶接 板厚１３mm以上１６mmまで m 隠岐 51,300 51,300 労・材

TL276 水中スタッド溶接 下地処理 箇所 隠岐 390 390 労

TL277 水中スタッド溶接 水中スタッド溶接 本 隠岐 850 850 労



２－２－１９ 現場鋼材切断工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL278 ガス切断（手動） 陸上施工　板厚２mm以上１０mm未満 m 隠岐 1,620 1,620 労・材

TL279 ガス切断（手動） 陸上施工  板厚１０mm以上２０mm未満 m 隠岐 1,780 1,780 労・材

TL280 ガス切断（手動） 陸上施工　板厚２０mm以上３０mmまで m 隠岐 2,140 2,140 労・材

TL281 ガス切断（手動） 海上施工　板厚２mm以上１０mm未満 m 隠岐 1,970 1,970 労・材

TL282 ガス切断（手動） 海上施工　板厚１０mm以上２０mm未満 m 隠岐 2,230 2,230 労・材

TL283 ガス切断（手動） 海上施工　板厚２０mm以上３０mmまで m 隠岐 2,590 2,590 労・材

TL284 ガス切断（自動・半自動） 陸上施工　板厚２mm以上１０mm未満 m 隠岐 820 820 労・材

TL285 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 1,030 労・材

TL286 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 1,290 労・材

TL287 ガス切断（自動・半自動） 海上施工　板厚２mm以上１０mm未満 m 隠岐 870 870 労・材

TL288 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 1,230 労・材

TL289 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 1,590 労・材

TSMNP342 水中酸素アーク切断 板厚２mm以上１０mm未満 m 隠岐 13,000 13,000 労・材

TSMNP343 水中酸素アーク切断 板厚１０mm以上２０mm未満 m 隠岐 17,100 17,100 労・材

TSMNP344 水中酸素アーク切断 板厚２０mm以上３０mmまで m 隠岐 21,800 21,800 労・材



２－２－２０ かき落とし工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL294 かき落とし工 m2 隠岐 5,200 5,200 労



２－２－２１ 汚濁防止膜工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL290 汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み m 隠岐 4,700 4,700 機・労

TL292 汚濁防止膜撤去 陸上クレーン込み m 隠岐 4,300 4,300 機・労

TSMNP354 汚濁防止膜移設 m 隠岐 4,000 4,000 機・労



２－２－２２ 汚濁防止枠工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL311 汚濁防止枠設置（枠寸法１４×１４ｍ級） 陸上クレーン込み 基 隠岐 810,000 810,000 機・労

TL313 汚濁防止枠設置（枠寸法２０×２０ｍ級） 陸上クレーン込み 基 隠岐 920,000 920,000 機・労

TL315 汚濁防止枠設置（枠寸法２２×２２ｍ級） 陸上クレーン込み 基 隠岐 960,000 960,000 機・労

TL317 汚濁防止枠撤去（枠寸法１４×１４ｍ級） 陸上クレーン込み 基 隠岐 710,000 710,000 機・労

TL319 汚濁防止枠撤去（枠寸法２０×２０ｍ級） 陸上クレーン込み 基 隠岐 760,000 760,000 機・労

TL321 汚濁防止枠撤去（枠寸法２２×２２ｍ級） 陸上クレーン込み 基 隠岐 780,000 780,000 機・労



２－２－２３ 伸縮目地工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL228 伸縮目地取付（上部工） 瀝青系 m2 隠岐 1,870 1,870 労・材

TL229 伸縮目地取付（上部工） 発泡樹脂体系 m2 隠岐 1,970 1,970 労・材



２－２－２４ 浮標灯設置・撤去工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TL325 浮標灯設置 クレーン抜き 個 隠岐 161,000 161,000 機・労

TL326 浮標灯撤去 クレーン抜き 個 隠岐 137,000 137,000 機・労



２－３－１ 取付管およびます（塩化ビニル製）工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TSG00001 ます設置工（塩化ビニル製） ます（径１５０ｍｍ） 箇所 隠岐 11,200 11,200 機・労・材

TSG00003 ます設置工（塩化ビニル製） ます（径２００ｍｍ） 箇所 隠岐 13,700 13,700 機・労・材

TSG00005 ます設置工（塩化ビニル製） ます（径３００ｍｍ） 箇所 隠岐 22,000 22,000 機・労・材

TSG00007 ます設置工（塩化ビニル製） ます（径３５０ｍｍ） 箇所 隠岐 25,500 25,500 機・労・材

TSG00009 取付管布設および支管取付工 管径（１００ｍｍ） 箇所 隠岐 11,300 11,300 機・労・材

TSG00011 取付管布設および支管取付工 管径（１２５ｍｍ） 箇所 隠岐 13,500 13,500 機・労・材

TSG00013 取付管布設および支管取付工 管径（１５０ｍｍ） 箇所 隠岐 16,300 16,300 機・労・材

TSG00015 取付管布設および支管取付工 管径（２００ｍｍ） 箇所 隠岐 22,700 22,700 機・労・材



２－３－３ 小型マンホール工（塩化ビニル製）

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TSG00017 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 38,500 38,500 機・労・材

TSG00019 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 45,600 45,600 機・労・材

TSG00021 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 42,400 機・労・材

TSG00023 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 49,400 49,400 機・労・材

TSG00025 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 45,600 45,600 機・労・材

TSG00027 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 66,800 66,800 機・労・材

TSG00029 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 49,400 49,400 機・労・材

TSG00031 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 70,600 70,600 機・労・材



２－３－４ 硬質塩化ビニル管設置工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TSG00057 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径１５０mm m 隠岐 2,740 2,740 機・労・材

TSG00059 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径２００mm m 隠岐 3,300 3,300 機・労・材

TSG00061 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径２５０mm m 隠岐 4,480 4,480 機・労・材

TSG00081 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径３００mm m 隠岐 6,540 6,540 機・労・材

TSG00083 硬質塩化ビニル管設置工 呼び径３５０mm m 隠岐 8,060 8,060 機・労・材



２－３－５ リブ付硬質塩化ビニル管設置工

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TSG00063 リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径１５０mm m 隠岐 2,830 2,830 機・労・材

TSG00065 リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径２００mm m 隠岐 3,380 3,380 機・労・材

TSG00067 リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径２５０mm m 隠岐 4,560 4,560 機・労・材

TSG00069 リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径３００mm m 隠岐 6,220 6,220 機・労・材

TSG00071 リブ付硬質塩化ビニル管設置工 呼び径３５０mm m 隠岐 7,890 7,890 機・労・材



３－２－１ 路側用ガードレール（白色塗装品）

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

T2140157 標準型ガードレール（路側用・土中建込） Gr-A-4E　塗装（白色）　標準材料費40%割増 m 本土 - *2　

T2140157 標準型ガードレール（路側用・土中建込） Gr-A-4E　塗装（白色）　標準材料費40%割増 m 隠岐 - 11,144

T2140159 標準型ガードレール（路側用・土中建込） Gr-B-4E　塗装（白色）　標準材料費40%割増 m 本土 - *2　

T2140159 標準型ガードレール（路側用・土中建込） Gr-B-4E　塗装（白色）　標準材料費40%割増 m 隠岐 - 8,624

T2140161 標準型ガードレール（路側用・土中建込） Gr-C-4E　塗装（白色）　標準材料費40%割増 m 本土 - *2　

T2140161 標準型ガードレール（路側用・土中建込） Gr-C-4E　塗装（白色）　標準材料費40%割増 m 隠岐 - 7,154

T2140163 標準型ガードレール（路側用・Co建込） Gr-A-2B　塗装（白色）　標準材料費30%割増 m 本土 - *2　

T2140163 標準型ガードレール（路側用・Co建込） Gr-A-2B　塗装（白色）　標準材料費30%割増 m 隠岐 - 10,231

T2140165 標準型ガードレール（路側用・Co建込） Gr-B-2B　塗装（白色）　標準材料費30%割増 m 本土 - *2　

T2140165 標準型ガードレール（路側用・Co建込） Gr-B-2B　塗装（白色）　標準材料費30%割増 m 隠岐 - 7,930

T2140167 標準型ガードレール（路側用・Co建込） Gr-C-2B　塗装（白色）　標準材料費30%割増 m 本土 - *2　

T2140167 標準型ガードレール（路側用・Co建込） Gr-C-2B　塗装（白色）　標準材料費30%割増 m 隠岐 - 6,812

T2140177 標準型ガードレール（路側用・土中建込） Gr-A-4E　めっき　標準材料費40%割増 m 本土 - *2　

T2140177 標準型ガードレール（路側用・土中建込） Gr-A-4E　めっき　標準材料費40%割増 m 隠岐 - 12,040

T2140179 標準型ガードレール（路側用・土中建込） Gr-B-4E　めっき　標準材料費40%割増 m 本土 - *2　

T2140179 標準型ガードレール（路側用・土中建込） Gr-B-4E　めっき　標準材料費40%割増 m 隠岐 - 9,254

T2140181 標準型ガードレール（路側用・Co建込） Gr-A-2B　めっき　標準材料費30%割増 m 本土 - *2　

T2140181 標準型ガードレール（路側用・Co建込） Gr-A-2B　めっき　標準材料費30%割増 m 隠岐 - 11,050

T2140183 標準型ガードレール（路側用・Co建込） Gr-B-2B　めっき　標準材料費30%割増 m 本土 - *2　

T2140183 標準型ガードレール（路側用・Co建込） Gr-B-2B　めっき　標準材料費30%割増 m 隠岐 - 8,658



３－２－３ 歩車道境界用ガードパイプ

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

T2150143 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・土中建込） Gp-Ap-2E　塗装（白色）標準材料費30%割増 m 本土 - *2　

T2150143 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・土中建込） Gp-Ap-2E　塗装（白色）標準材料費30%割増 m 隠岐 - 17,810

T2150145 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・土中建込） Gp-Bp-2E　塗装（白色）標準材料費30%割増 m 本土 - *2　

T2150145 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・土中建込） Gp-Bp-2E　塗装（白色）標準材料費30%割増 m 隠岐 - 13,000

T2150147 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・土中建込） Gp-Cp-2E　塗装（白色）標準材料費30%割増 m 本土 - *2　

T2150147 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・土中建込） Gp-Cp-2E　塗装（白色）標準材料費30%割増 m 隠岐 - 11,427

T2150149 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・Co建込） Gp-Ap-2B　塗装（白色）標準材料費30%割増 m 本土 - *2　

T2150149 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・Co建込） Gp-Ap-2B　塗装（白色）標準材料費30%割増 m 隠岐 - 13,390

T2150151 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・Co建込） Gp-Bp-2B　塗装（白色）標準材料費30%割増 m 本土 - *2　

T2150151 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・Co建込） Gp-Bp-2B　塗装（白色）標準材料費30%割増 m 隠岐 - 9,633

T2150153 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・Co建込） Gp-Cp-2B　塗装（白色）標準材料費30%割増 m 本土 - *2　

T2150153 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・Co建込） Gp-Cp-2B　塗装（白色）標準材料費30%割増 m 隠岐 - 8,424

T2150155 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・土中建込） Gp-Ap-2E　めっき　標準材料費30%割増 m 本土 - *2　

T2150155 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・土中建込） Gp-Ap-2E　めっき　標準材料費30%割増 m 隠岐 - 19,240

T2150157 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・土中建込） Gp-Bp-2E　めっき　標準材料費30%割増 m 本土 - *2　

T2150157 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・土中建込） Gp-Bp-2E　めっき　標準材料費30%割増 m 隠岐 - 13,780

T2150159 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・Co建込） Gp-Ap-2B　めっき　標準材料費30%割増 m 本土 - *2　

T2150159 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・Co建込） Gp-Ap-2B　めっき　標準材料費30%割増 m 隠岐 - 14,300

T2150161 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・Co建込） Gp-Bp-2B　めっき　標準材料費30%割増 m 本土 - *2　

T2150161 標準型ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ（歩車道境界・Co建込） Gp-Bp-2B　めっき　標準材料費30%割増 m 隠岐 - 10,322



３－５－９ 橋梁付属品

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TSMN4790 橋歴板 ３００×２００×１３mm 枚 県内統一 - 33,600



３－１３－２ その他資材

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TF855 チェーンオイル 植物性チェーンオイル Ｌ 県内統一 - 410



４－３－１ 材料（施工パッケージ用単価）

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TTPC00001 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D13 t 本土 28-4　 28-5　

TTPC00001 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D13 t 隠岐 58,500 59,500

TTPC00012 灯油 白灯油業務用ミニローリー L 本土 28-4　 28-5　

TTPC00012 灯油 白灯油業務用ミニローリー L 隠岐１ 70 70

TTPC00012 灯油 白灯油業務用ミニローリー L 隠岐２隠岐３ 90 90

TTPC00013 軽油 1.2号パトロール給油 L 本土 28-4　 28-5　

TTPC00013 軽油 1.2号パトロール給油 L 隠岐１ 107 107

TTPC00013 軽油 1.2号パトロール給油 L 隠岐２隠岐３ 117 117

TTPC00014 ガソリン レギュラースタンド L 本土 28-4　 28-5　

TTPC00014 ガソリン レギュラースタンド L 隠岐１ 112 114

TTPC00014 ガソリン レギュラースタンド L 隠岐２隠岐３ 120 120

TTPC00056 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D16 ｔ 本土 28-4　 28-5　

TTPC00056 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D16 ｔ 隠岐 56,500 57,500

TTPC00057 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D19 ｔ 本土 28-4　 28-5　

TTPC00057 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D19 ｔ 隠岐 56,500 57,500

TTPC00058 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D25 ｔ 本土 28-4　 28-5　

TTPC00058 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D25 ｔ 隠岐 56,500 57,500

TTPC00059 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D29 ｔ 本土 28-4　 28-5　

TTPC00059 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D29 ｔ 隠岐 57,500 58,500

TTPC00060 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D32 ｔ 本土 28-4　 28-5　

TTPC00060 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345　D32 ｔ 隠岐 57,500 58,500

TTPC00104 円形側溝 縦断用　内径300mm　T-25　L=2m 個 本土 - 28-5　

TTPC00104 円形側溝 縦断用　内径300mm　T-25　L=2m 個 隠岐 - 29,500

TTPC00105 円形側溝 縦断用　内径500mm　T-25　L=2m 個 本土 - 28-5　

TTPC00105 円形側溝 縦断用　内径500mm　T-25　L=2m 個 隠岐 - 57,500

TTPCD0068 鉄筋用異形棒鋼 １０mm（ＳＤ２９５） t 本土 28-4　 28-5　

TTPCD0068 鉄筋用異形棒鋼 １０mm（ＳＤ２９５） t 隠岐 58,500 59,500



４－３－１ 材料（施工パッケージ用単価）

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TTPCD0069 鉄筋用異形棒鋼 １３mm（ＳＤ２９５） t 本土 28-4　 28-5　

TTPCD0069 鉄筋用異形棒鋼 １３mm（ＳＤ２９５） t 隠岐 56,500 57,500

TTPCD0070 鉄筋用異形棒鋼 １６mm（ＳＤ２９５） t 本土 28-4　 28-5　

TTPCD0070 鉄筋用異形棒鋼 １６mm（ＳＤ２９５） t 隠岐 54,500 55,500

TTPCD0071 鉄筋用異形棒鋼 １０mm（ＳＤ３４５） t 本土 - -

TTPCD0071 鉄筋用異形棒鋼 １０mm（ＳＤ３４５） t 隠岐 - -

TTPCD0072 鉄筋用異形棒鋼 １６～２５mm（ＳＤ３４５） t 本土 28-4　 28-5　

TTPCD0072 鉄筋用異形棒鋼 １６～２５mm（ＳＤ３４５） t 隠岐 56,500 57,500

TTPCD0073 鉄筋用異形棒鋼 ２９～３２mm（ＳＤ３４５） t 本土 28-4　 28-5　

TTPCD0073 鉄筋用異形棒鋼 ２９～３２mm（ＳＤ３４５） t 隠岐 57,500 58,500

TTPCD0074 鉄筋用異形棒鋼 ３５mm（ＳＤ３４５） t 本土 28-4　 28-5　

TTPCD0074 鉄筋用異形棒鋼 ３５mm（ＳＤ３４５） t 隠岐 59,500 60,500

TTPCD0365 じゃかご GS-3 3.2×10×径45 m 本土 - 28-5　

TTPCD0365 じゃかご GS-3 3.2×10×径45 m 隠岐 - 630

TTPCD0366 じゃかご GS-3 3.2×13×径45 m 本土 - 28-5　

TTPCD0366 じゃかご GS-3 3.2×13×径45 m 隠岐 - 508

TTPCD0367 じゃかご GS-3 3.2×15×径45 m 本土 - 28-5　

TTPCD0367 じゃかご GS-3 3.2×15×径45 m 隠岐 - 434

TTPCD0368 じゃかご GS-3 4.0×10×径45 m 本土 - 28-5　

TTPCD0368 じゃかご GS-3 4.0×10×径45 m 隠岐 - 860

TTPCD0369 じゃかご GS-3 4.0×13×径45 m 本土 - 28-5　

TTPCD0369 じゃかご GS-3 4.0×13×径45 m 隠岐 - 682

TTPCD0370 じゃかご GS-3 4.0×15×径45 m 本土 - 28-5　

TTPCD0370 じゃかご GS-3 4.0×15×径45 m 隠岐 - 560

TTPCD0371 じゃかご GS-3 5.0×13×径45 m 本土 - 28-5　

TTPCD0371 じゃかご GS-3 5.0×13×径45 m 隠岐 - 1,047

TTPCD0372 じゃかご GS-3 5.0×15×径45 m 本土 - 28-5　

TTPCD0372 じゃかご GS-3 5.0×15×径45 m 隠岐 - 860



４－３－１ 材料（施工パッケージ用単価）

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TTPCD0373 じゃかご GS-7 4.0×10×径45 m 本土 - 28-5　

TTPCD0373 じゃかご GS-7 4.0×10×径45 m 隠岐 - 1,100

TTPCD0375 じゃかご GS-7 4.0×15×径45 m 本土 - 28-5　

TTPCD0375 じゃかご GS-7 4.0×15×径45 m 隠岐 - 730

TTPCD0376 じゃかご GS-7 5.0×13×径45 m 本土 - 28-5　

TTPCD0376 じゃかご GS-7 5.0×13×径45 m 隠岐 - 1,347

TTPCD0377 じゃかご GS-7 5.0×15×径45 m 本土 - 28-5　

TTPCD0377 じゃかご GS-7 5.0×15×径45 m 隠岐 - 1,100

TTPCD0378 じゃかご GS-3 3.2×10×径60 m 本土 - 28-5　

TTPCD0378 じゃかご GS-3 3.2×10×径60 m 隠岐 - 857

TTPCD0379 じゃかご GS-3 3.2×13×径60 m 本土 - 28-5　

TTPCD0379 じゃかご GS-3 3.2×13×径60 m 隠岐 - 662

TTPCD0380 じゃかご GS-3 3.2×15×径60 m 本土 - 28-5　

TTPCD0380 じゃかご GS-3 3.2×15×径60 m 隠岐 - 579

TTPCD0381 じゃかご GS-3 4.0×10×径60 m 本土 - 28-5　

TTPCD0381 じゃかご GS-3 4.0×10×径60 m 隠岐 - 1,170

TTPCD0383 じゃかご GS-3 4.0×15×径60 m 本土 - 28-5　

TTPCD0383 じゃかご GS-3 4.0×15×径60 m 隠岐 - 757

TTPCD0384 じゃかご GS-3 5.0×13×径60 m 本土 - 28-5　

TTPCD0384 じゃかご GS-3 5.0×13×径60 m 隠岐 - 1,358

TTPCD0385 じゃかご GS-3 5.0×15×径60 m 本土 - 28-5　

TTPCD0385 じゃかご GS-3 5.0×15×径60 m 隠岐 - 1,150

TTPCD0410 重圧管 内径250,長さ2,000 m 本土 - 7,900

TTPCD0410 重圧管 内径250,長さ2,000 m 隠岐 - 9,000

TTPCD0411 重圧管 内径300,長さ2,000 m 本土 - 9,300

TTPCD0411 重圧管 内径300,長さ2,000 m 隠岐 - 10,700

TTPCD0412 重圧管 内径350,長さ2,000 m 本土 - 11,150

TTPCD0412 重圧管 内径350,長さ2,000 m 隠岐 - 12,850



４－３－１ 材料（施工パッケージ用単価）

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TTPCD0413 重圧管 内径400,長さ2,000 m 本土 - 13,350

TTPCD0413 重圧管 内径400,長さ2,000 m 隠岐 - 15,550

TTPCD0414 重圧管 内径450,長さ2,000 m 本土 - 14,600

TTPCD0414 重圧管 内径450,長さ2,000 m 隠岐 - 17,300

TTPCD0415 重圧管 内径500,長さ2,000 m 本土 - 17,050

TTPCD0415 重圧管 内径500,長さ2,000 m 隠岐 - 20,300

TTPCD0416 重圧管 内径600,長さ2,000 m 本土 - 22,000

TTPCD0416 重圧管 内径600,長さ2,000 m 隠岐 - 26,200

TTPCD0417 重圧管 内径700,長さ2,000 m 本土 - 27,500

TTPCD0417 重圧管 内径700,長さ2,000 m 隠岐 - 33,100

TTPCD0418 重圧管 内径800,長さ2,000 m 本土 - 33,800

TTPCD0418 重圧管 内径800,長さ2,000 m 隠岐 - 40,650

TTPCD0419 重圧管 内径900,長さ2,000 m 本土 - 43,050

TTPCD0419 重圧管 内径900,長さ2,000 m 隠岐 - 51,450

TTPCD0420 重圧管 内径1,000,長さ2,000 m 本土 - 50,500

TTPCD0420 重圧管 内径1,000,長さ2,000 m 隠岐 - 61,000

TTPCD0421 重圧管 内径1,100,長さ2,000 m 本土 - 62,000

TTPCD0421 重圧管 内径1,100,長さ2,000 m 隠岐 - 75,100

TTPCD0422 重圧管 内径1,200,長さ2,000 m 本土 - 72,000

TTPCD0422 重圧管 内径1,200,長さ2,000 m 隠岐 - 87,500

TTPCD0445 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D10 t 本土 28-4　 28-5　

TTPCD0445 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D10 t 隠岐 58,500 59,500

TTPCD0446 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13 t 本土 28-4　 28-5　

TTPCD0446 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D13 t 隠岐 56,500 57,500

TTPCD0447 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D16 t 本土 28-4　 28-5　

TTPCD0447 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295A D16 t 隠岐 54,500 55,500

TTPCD0448 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D22 t 本土 28-4　 28-5　

TTPCD0448 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D22 t 隠岐 56,500 57,500



４－３－１ 材料（施工パッケージ用単価）

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TTPCD0449 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D38 t 本土 28-4　 28-5　

TTPCD0449 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D38 t 隠岐 60,500 61,500

TTPCD0450 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D41 t 本土 28-4　 28-5　

TTPCD0450 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D41 t 隠岐 62,500 62,500

TTPCD0451 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D51 t 本土 28-4　 28-5　

TTPCD0451 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D51 t 隠岐 72,500 72,500

TTPCD0452 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10 t 本土 28-4　 28-5　

TTPCD0452 鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D10 t 隠岐 - -



４－４－１ 市場単価（施工パッケージ用単価）

改　定　要　旨

平成２８年５月１日適用

コード 名称 規格 単位 単価地区
単価

注釈 摘要
改定前 改定後

TSPC00002 型枠組立組外[クレーン抜き] 根固ブロック m2 隠岐 3,140 3,140 労・材

TSPC00003 コンクリート打設[直接打設] 根固ブロック m3 隠岐 2,400 2,400 労

TSPC00004 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 3,600 機・労

TSPC00005 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 2,400 労

TSPC00006 底面工･ルーフィング m2 隠岐 339 339 労・材
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