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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

鋼製排水溝設置工

m 隠岐 4,061

m 隠岐 3,298

m 隠岐 5,003

m 隠岐 4,240

m 隠岐 4,289

m 隠岐 3,480

m 隠岐 5,231

m 隠岐 4,422

m 隠岐 4,593

m 隠岐 3,723

m 隠岐 5,535

m 隠岐 4,665

コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 備考単価

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

鋼製排水溝設置工
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/個以上
溶接有 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
溶接無 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/個未満
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/個未満
溶接無 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

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

m2 隠岐 991

m2 隠岐 1,918

m2 隠岐 1,051

m2 隠岐 2,007

m2 隠岐 1,130

m2 隠岐 2,125

m2 隠岐 1,288

m2 隠岐 2,496

m2 隠岐 1,365

m2 隠岐 2,612

m2 隠岐 1,468

m2 隠岐 2,766

m2 隠岐 521

m2 隠岐 863

m2 隠岐 543

m2 隠岐 895

m2 隠岐 572

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

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）

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）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 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）

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）

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）

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）

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
固定足場
機・労 昼間単価

下地処理施工規模100ｍ２以上
時間的制約受
高所作業車
機・労 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
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）

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 939

m2 隠岐 629

m2 隠岐 1,078

m2 隠岐 657

m2 隠岐 1,120

m2 隠岐 695

m2 隠岐 1,177

m2 隠岐 1,549

m2 隠岐 2,579

m2 隠岐 1,614

m2 隠岐 2,677

m2 隠岐 1,701

m2 隠岐 2,807

m2 隠岐 1,877

m2 隠岐 3,214

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）

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
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）

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）

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）

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50ｍ２以上100ｍ２未満
時間的制約無
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２９年７月１日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 1,962

m2 隠岐 3,341

m2 隠岐 2,075

m2 隠岐 3,510

m2 隠岐 880

m2 隠岐 1,298

m2 隠岐 906

m2 隠岐 1,337

m2 隠岐 941

m2 隠岐 1,390

m2 隠岐 1,011

m2 隠岐 1,545

m2 隠岐 1,044

m2 隠岐 1,596

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

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
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）

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）

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
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）

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

4



１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 1,090

m2 隠岐 1,664

m2 隠岐 925

m2 隠岐 1,342

m2 隠岐 951

m2 隠岐 1,382

m2 隠岐 985

m2 隠岐 1,434

m2 隠岐 1,055

m2 隠岐 1,590

m2 隠岐 1,089

m2 隠岐 1,640

m2 隠岐 1,134

m2 隠岐 1,708

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 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－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－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）

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

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 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
高所作業車
機・労・材 昼間単価

5



１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 976

m2 隠岐 1,393

m2 隠岐 1,002

m2 隠岐 1,433

m2 隠岐 1,037

m2 隠岐 1,485

m2 隠岐 1,106

m2 隠岐 1,641

m2 隠岐 1,140

m2 隠岐 1,691

m2 隠岐 1,185

m2 隠岐 1,759

m2 隠岐 1,011

m2 隠岐 1,428

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 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
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－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（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

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

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 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

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）

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 1,037

m2 隠岐 1,467

m2 隠岐 1,071

m2 隠岐 1,520

m2 隠岐 1,141

m2 隠岐 1,676

m2 隠岐 1,175

m2 隠岐 1,724

m2 隠岐 1,220

m2 隠岐 1,794

m2 隠岐 1,487

m2 隠岐 2,658

m2 隠岐 1,577

m2 隠岐 2,792

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（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

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 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）

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
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
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

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 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

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
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２９年７月１日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 1,696

m2 隠岐 2,970

m2 隠岐 1,932

m2 隠岐 3,459

m2 隠岐 2,048

m2 隠岐 3,633

m2 隠岐 2,203

m2 隠岐 3,864

m2 隠岐 703

m2 隠岐 1,133

m2 隠岐 735

m2 隠岐 1,182

m2 隠岐 779

m2 隠岐 1,247

m2 隠岐 864

m2 隠岐 1,431

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）

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

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）

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

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）

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）

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）

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）

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 906

m2 隠岐 1,494

m2 隠岐 963

m2 隠岐 1,579

m2 隠岐 2,092

m2 隠岐 3,391

m2 隠岐 2,189

m2 隠岐 3,537

m2 隠岐 2,320

m2 隠岐 3,732

m2 隠岐 2,584

m2 隠岐 4,270

m2 隠岐 2,711

m2 隠岐 4,460

m2 隠岐 2,881

m2 隠岐 4,713

m2 隠岐 1,097

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）

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

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）

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）

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 1,625

m2 隠岐 1,137

m2 隠岐 1,684

m2 隠岐 1,189

m2 隠岐 1,762

m2 隠岐 1,293

m2 隠岐 1,968

m2 隠岐 1,344

m2 隠岐 2,043

m2 隠岐 1,411

m2 隠岐 2,145

m2 隠岐 1,142

m2 隠岐 1,669

m2 隠岐 1,181

m2 隠岐 1,728

m2 隠岐 1,233

m2 隠岐 1,806

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
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
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（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－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－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２９年７月１日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 1,337

m2 隠岐 2,012

m2 隠岐 1,388

m2 隠岐 2,088

m2 隠岐 1,455

m2 隠岐 2,189

m2 隠岐 1,193

m2 隠岐 1,720

m2 隠岐 1,232

m2 隠岐 1,779

m2 隠岐 1,284

m2 隠岐 1,857

m2 隠岐 1,388

m2 隠岐 2,063

m2 隠岐 1,439

m2 隠岐 2,139

m2 隠岐 1,507

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）

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（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（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（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（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（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（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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

表面被覆工（コンクリート保護塗装）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 2,240

m2 隠岐 1,228

m2 隠岐 1,755

m2 隠岐 1,267

m2 隠岐 1,814

m2 隠岐 1,319

m2 隠岐 1,892

m2 隠岐 1,423

m2 隠岐 2,098

m2 隠岐 1,474

m2 隠岐 2,174

m2 隠岐 1,541

m2 隠岐 2,275

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－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－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（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

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

表面含浸工

m2 隠岐 175

m2 隠岐 340

m2 隠岐 185

m2 隠岐 356

m2 隠岐 199

m2 隠岐 377

m2 隠岐 227

m2 隠岐 448

m2 隠岐 241

m2 隠岐 468

m2 隠岐 259

m2 隠岐 496

m2 隠岐 991

m2 隠岐 1,918

m2 隠岐 1,051

m2 隠岐 2,007

m2 隠岐 1,130

m2 隠岐 2,125

m2 隠岐 1,288

m2 隠岐 2,496

m2 隠岐 1,365

m2 隠岐 2,612

m2 隠岐 1,468

m2 隠岐 2,766

m2 隠岐 625

m2 隠岐 1,182

m2 隠岐 662

m2 隠岐 1,238

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
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

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

表面含浸工
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
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
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以上
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以上
時間的制約著受
高所作業車 機・労

表面含浸工

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
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
簡易清掃(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以上
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
時間的制約著受
固定足場 機・労

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

表面含浸工
下地処理(昼間単価) 100m2未満
時間的制約無
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
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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

表面含浸工

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 712

m2 隠岐 1,311

m2 隠岐 812

m2 隠岐 1,538

m2 隠岐 861

m2 隠岐 1,610

m2 隠岐 926

m2 隠岐 1,706

m2 隠岐 262

m2 隠岐 471

m2 隠岐 278

m2 隠岐 495

m2 隠岐 299

m2 隠岐 526

m2 隠岐 341

m2 隠岐 620

m2 隠岐 362

m2 隠岐 651

m2 隠岐 389

m2 隠岐 692

m2 隠岐 1,487

m2 隠岐 2,658

m2 隠岐 1,577

m2 隠岐 2,792

m2 隠岐 1,696

m2 隠岐 2,970

m2 隠岐 1,932

m2 隠岐 3,459

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

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未満
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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未満
時間的制約無
固定足場 機・労

14



１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

表面含浸工

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 2,048

m2 隠岐 3,633

m2 隠岐 2,203

m2 隠岐 3,864

m2 隠岐 937

m2 隠岐 1,643

m2 隠岐 994

m2 隠岐 1,726

m2 隠岐 1,069

m2 隠岐 1,837

m2 隠岐 1,218

m2 隠岐 2,137

m2 隠岐 1,291

m2 隠岐 2,245

m2 隠岐 1,389

m2 隠岐 2,389

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
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
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
時間的制約無
固定足場 機・労
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

連続繊維シート補強工

m2 隠岐 2,202

m2 隠岐 4,025

m2 隠岐 2,334

m2 隠岐 4,218

m2 隠岐 2,511

m2 隠岐 4,475

m2 隠岐 917

m2 隠岐 1,656

m2 隠岐 971

m2 隠岐 1,734

m2 隠岐 1,045

m2 隠岐 1,839

m2 隠岐 2,139

m2 隠岐 3,947

m2 隠岐 2,268

m2 隠岐 4,134

m2 隠岐 2,439

コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

 下地処理時間的制約無
固定足場
機・労 昼間単価

 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

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

備考

 下地処理時間的制約 受ける
高所作業車
機・労 昼間単価

 下地処理時間的制約無
高所作業車
機・労 昼間単価

 プライマー塗布時間的制約無
固定足場
機・労 昼間単価

 プライマー塗布時間的制約無
高所作業車
機・労 昼間単価

 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

 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

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

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

 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

 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

 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

 不陸修正時間的制約 受ける
固定足場
機・労 昼間単価

 不陸修正時間的制約 受ける
高所作業車
機・労 昼間単価

 不陸修正時間的制約無
固定足場
機・労 昼間単価

 不陸修正時間的制約無
高所作業車
機・労 昼間単価

 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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

連続繊維シート補強工

コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価 備考

m2 隠岐 4,385

m2 隠岐 2,547

m2 隠岐 4,699

m2 隠岐 3,191

m2 隠岐 5,753

m2 隠岐 4,247

m2 隠岐 7,946

m2 隠岐 2,700

m2 隠岐 4,923

m2 隠岐 3,382

m2 隠岐 6,027

m2 隠岐 4,501

m2 隠岐 8,323

m2 隠岐 2,904

m2 隠岐 5,221

m2 隠岐 3,638

m2 隠岐 6,391

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

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

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

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

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

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

連続繊維シート補強工

コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価 備考

m2 隠岐 4,841

m2 隠岐 8,825

m2 隠岐 1,098

m2 隠岐 2,025

m2 隠岐 1,164

m2 隠岐 2,122

m2 隠岐 1,252

m2 隠岐 2,252

m2 隠岐 2,436

m2 隠岐 4,420

m2 隠岐 2,582

m2 隠岐 4,632

m2 隠岐 2,777

m2 隠岐 4,915

m2 隠岐 3,304

m2 隠岐 5,630

m2 隠岐 3,502

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

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

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

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

下地処理時間的制約無
高所作業車
機・労 夜間単価

下地処理時間的制約 受ける
固定足場
機・労 夜間単価

仕上げモルタル・塗装
（モルタル＋モルタル用上塗り）  厚１ｍｍ
時間的制約 著しく受ける
高所作業車
機・労 昼間単価

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

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

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

仕上げモルタル・塗装
（モルタル＋モルタル用上塗り）  厚１ｍｍ
時間的制約　無
固定足場
機・労 昼間単価

仕上げモルタル・塗装
（モルタル＋モルタル用上塗り）  厚１ｍｍ
時間的制約　無
高所作業車
機・労 昼間単価

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

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

仕上げモルタル・塗装
（モルタル＋モルタル用上塗り）  厚１ｍｍ
時間的制約 著しく受ける
固定足場
機・労 昼間単価

仕上げモルタル・塗装
（モルタル＋モルタル用上塗り）  厚１ｍｍ
時間的制約 受ける
固定足場
機・労 昼間単価

仕上げモルタル・塗装
（モルタル＋モルタル用上塗り）  厚１ｍｍ
時間的制約 受ける
高所作業車
機・労 昼間単価

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

連続繊維シート補強工

コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価 備考

m2 隠岐 5,918

m2 隠岐 3,766

m2 隠岐 6,303

m2 隠岐 1,375

m2 隠岐 2,311

m2 隠岐 1,457

m2 隠岐 2,428

m2 隠岐 1,568

m2 隠岐 2,586

m2 隠岐 3,209

m2 隠岐 5,511

m2 隠岐 3,402

m2 隠岐 5,793

m2 隠岐 3,659

m2 隠岐 6,168

m2 隠岐 3,821

m2 隠岐 6,562

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

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

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

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

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

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

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

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

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

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

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

不陸修正時間的制約 受ける
高所作業車
機・労 夜間単価

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

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

不陸修正時間的制約無
固定足場
機・労 夜間単価

不陸修正時間的制約無
高所作業車
機・労 夜間単価

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

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

連続繊維シート補強工

コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価 備考

m2 隠岐 4,787

m2 隠岐 8,032

m2 隠岐 6,370

m2 隠岐 11,080

m2 隠岐 4,050

m2 隠岐 6,897

m2 隠岐 5,074

m2 隠岐 8,443

m2 隠岐 6,752

m2 隠岐 11,650

m2 隠岐 4,356

m2 隠岐 7,344

m2 隠岐 5,457

m2 隠岐 8,990

m2 隠岐 7,262

m2 隠岐 12,400

m2 隠岐 1,648

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

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

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

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

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

連続繊維シート補強工
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

連続繊維シート補強工

コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価 備考

m2 隠岐 2,834

m2 隠岐 1,747

m2 隠岐 2,979

m2 隠岐 1,878

m2 隠岐 3,174

m2 隠岐 3,654

m2 隠岐 6,190

m2 隠岐 3,873

m2 隠岐 6,508

m2 隠岐 4,166

m2 隠岐 6,933

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

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

仕上げモルタル・塗装
（モルタル＋モルタル用上塗り）  厚１ｍｍ
時間的制約 受ける
高所作業車
機・労 夜間単価

仕上げモルタル・塗装
（モルタル＋モルタル用上塗り）  厚１ｍｍ
時間的制約 著しく受ける
固定足場
機・労 夜間単価

仕上げモルタル・塗装
（モルタル＋モルタル用上塗り）  厚１ｍｍ
時間的制約 著しく受ける
高所作業車
機・労 夜間単価

仕上げモルタル・塗装
（モルタル＋モルタル用上塗り）  厚１ｍｍ
時間的制約　無
固定足場
機・労 夜間単価

仕上げモルタル・塗装
（モルタル＋モルタル用上塗り）  厚１ｍｍ
時間的制約　無
高所作業車
機・労 夜間単価

仕上げモルタル・塗装
（モルタル＋モルタル用上塗り）  厚１ｍｍ
時間的制約 受ける
固定足場
機・労 夜間単価

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

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

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

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工

連続繊維シート補強工
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

剥落防止工（アラミドメッシュ） 

m2 隠岐 2,037

m2 隠岐 3,763

m2 隠岐 2,160

m2 隠岐 3,942

m2 隠岐 2,323

m2 隠岐 4,180

m2 隠岐 3,056

m2 隠岐 5,252

m2 隠岐 3,240

m2 隠岐 5,520

m2 隠岐 3,484

m2 隠岐 5,878

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

剥落防止工（アラミドメッシュ）

剥落防止工（アラミドメッシュ）

剥落防止工（アラミドメッシュ）

剥落防止工（アラミドメッシュ）

剥落防止工（アラミドメッシュ）

剥落防止工（アラミドメッシュ）

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

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

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
時間的制約無
目付量９０・１８０ｇ／ｍ２
固定足場
機・労 夜間単価

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

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

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

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

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）

剥落防止工（アラミドメッシュ）

剥落防止工（アラミドメッシュ）

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

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

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

22



１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

漏水対策材設置工

m 隠岐 2,804

m 隠岐 4,312

m 隠岐 2,972

m 隠岐 4,513

m 隠岐 3,197

m 隠岐 4,780

m 隠岐 3,221

m 隠岐 4,972

m 隠岐 3,414

m 隠岐 5,203

m 隠岐 3,671

m 隠岐 5,510

m 隠岐 3,760

m 隠岐 5,804

m 隠岐 3,986

m 隠岐 6,073

m 隠岐 4,287

m 隠岐 6,432

m 隠岐 4,496

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

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

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

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

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

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

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無
導水幅700mm超1000mm以下
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２９年７月１日適用

漏水対策材設置工

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m 隠岐 6,929

m 隠岐 4,766

m 隠岐 7,251

m 隠岐 5,126

m 隠岐 7,679

m 隠岐 4,206

m 隠岐 5,981

m 隠岐 4,459

m 隠岐 6,282

m 隠岐 4,795

m 隠岐 6,682

m 隠岐 4,831

m 隠岐 6,892

m 隠岐 5,121

m 隠岐 7,238

m 隠岐 5,507

m 隠岐 7,699

m 隠岐 5,641

m 隠岐 8,046

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

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

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

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

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

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

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

漏水対策材設置工

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m 隠岐 5,979

m 隠岐 8,449

m 隠岐 6,430

m 隠岐 8,987

m 隠岐 6,745

m 隠岐 9,608

m 隠岐 7,149

m 隠岐 10,090

m 隠岐 7,689

m 隠岐 10,730

漏水対策材設置工

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

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

漏水対策材設置工

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

漏水対策材設置時間的制約受
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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

防草シート設置工

m2 隠岐 392

m2 隠岐 470

m2 隠岐 407

m2 隠岐 489

m2 隠岐 426

m2 隠岐 514

m2 隠岐 547

m2 隠岐 625

m2 隠岐 561

m2 隠岐 644

m2 隠岐 580

m2 隠岐 669

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

防草シート設置工

防草シート設置工

防草シート設置工

防草シート設置工

防草シート設置工

防草シート設置工

防草シート設置工

時間的制約無  施工方法Ⅰ
平面部 労 昼間単価
時間的制約無

時間的制約無  施工方法Ⅰ
法面部 労 昼間単価
時間的制約無

時間的制約受 施工方法Ⅰ
平面部 労 昼間単価
時間的制約を受ける

防草シート設置工

時間的制約無 施工方法Ⅱ
平面部 労 昼間単価
時間的制約無

時間的制約無 施工方法Ⅱ
法面部 労 昼間単価
時間的制約無

時間的制約受 施工方法Ⅱ
平面部 労 昼間単価
時間的制約を受ける

時間的制約受 施工方法Ⅰ
法面部 労 昼間単価
時間的制約を受ける

時間的制約著受 施工方法Ⅰ
平面部 労
時間的制約を著しく受ける

時間的制約著受 施工方法Ⅰ
法面部 労 昼間単価
時間的制約を著しく受ける

防草シート設置工

防草シート設置工

防草シート設置工

防草シート設置工

時間的制約受 施工方法Ⅱ
法面部 労 昼間単価
時間的制約を受ける

時間的制約著受 施工方法Ⅱ
平面部 労 昼間単価
時間的制約を著しく受ける

時間的制約著受 施工方法Ⅱ
法面部 労 昼間単価
時間的制約を著しく受ける
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７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 168,100

m2 隠岐 219,100

m2 隠岐 105,700

m2 隠岐 136,300

m2 隠岐 67,890

m2 隠岐 83,140

m2 隠岐 170,700

m2 隠岐 223,200

m2 隠岐 107,200

m2 隠岐 138,700

m2 隠岐 68,630

m2 隠岐 84,320

m2 隠岐 174,100

m2 隠岐 228,600

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
（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
（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

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 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
（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
（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
（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
（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
（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
（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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７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）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 109,200

m2 隠岐 141,900

m2 隠岐 69,620

m2 隠岐 85,900

m2 隠岐 265,600

m2 隠岐 367,800

m2 隠岐 158,900

m2 隠岐 219,800

m2 隠岐 94,960

m2 隠岐 124,800

m2 隠岐 272,400

m2 隠岐 378,100

m2 隠岐 162,700

m2 隠岐 225,600

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

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
（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
（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
（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
（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
（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
（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
（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
（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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７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）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 96,870

m2 隠岐 127,700

m2 隠岐 281,400

m2 隠岐 391,700

m2 隠岐 167,700

m2 隠岐 233,500

m2 隠岐 99,410

m2 隠岐 131,600

m2 隠岐 322,200

m2 隠岐 453,100

m2 隠岐 190,400

m2 隠岐 268,700

m2 隠岐 110,800

m2 隠岐 149,100

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
（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
（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
（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
（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
（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

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
（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
（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
（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
（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
（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
（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
（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）
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７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）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 332,400

m2 隠岐 468,500

m2 隠岐 196,100

m2 隠岐 277,500

m2 隠岐 113,700

m2 隠岐 153,400

m2 隠岐 346,000

m2 隠岐 489,000

m2 隠岐 203,700

m2 隠岐 289,200

m2 隠岐 117,500

m2 隠岐 159,300

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
（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
（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

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
（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
（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０．０１ｍ２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
（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
（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
（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
（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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

m2 隠岐 4,210

m2 隠岐 4,463

m2 隠岐 4,799

m2 隠岐 3,873

m2 隠岐 4,106

m2 隠岐 4,415

m2 隠岐 3,368

m2 隠岐 3,570

m2 隠岐 3,839

m2 隠岐 5,264

m2 隠岐 5,580

m2 隠岐 6,001

m2 隠岐 4,844

m2 隠岐 5,135

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

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

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100m２以上500m２未満
時間的制約無
機・労 昼間単価

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）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

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

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 5,523

m2 隠岐 4,210

m2 隠岐 4,463

m2 隠岐 4,799

m2 隠岐 4,008

m2 隠岐 4,248

m2 隠岐 4,569

m2 隠岐 8,864

m2 隠岐 9,396

m2 隠岐 10,100

m2 隠岐 1,588

m2 隠岐 1,684

m2 隠岐 1,811

m2 隠岐 6,315

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

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
時間的制約無

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）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

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）
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）
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）
廃材の回収・積込
時間的制約 著受
労 昼間単価

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
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塗膜除去工（塗膜剥離剤）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 6,694

m2 隠岐 7,199

m2 隠岐 5,810

m2 隠岐 6,159

m2 隠岐 6,623

m2 隠岐 5,052

m2 隠岐 5,355

m2 隠岐 5,759

m2 隠岐 7,896

m2 隠岐 8,370

m2 隠岐 9,002

m2 隠岐 7,267

m2 隠岐 7,703

m2 隠岐 8,284

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

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1000ｍ２以上
時間的制約無
機・労 夜間単価

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）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）
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１－２－５２　土木工事標準単価
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塗膜除去工（塗膜剥離剤）

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 6,315

m2 隠岐 6,694

m2 隠岐 7,199

m2 隠岐 6,012

m2 隠岐 6,373

m2 隠岐 6,854

m2 隠岐 13,290

m2 隠岐 14,090

m2 隠岐 15,150

m2 隠岐 2,383

m2 隠岐 2,526

m2 隠岐 2,716

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

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）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

塗膜除去工（塗膜剥離剤）

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）
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）
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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１－２－５２　土木工事標準単価
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バキュームブラスト工

m2 隠岐 21,040

m2 隠岐 21,460

m2 隠岐 22,020

m2 隠岐 25,740

m2 隠岐 26,290

m2 隠岐 27,040

m2 隠岐 18,240

m2 隠岐 18,570

m2 隠岐 19,010

m2 隠岐 19,160

m2 隠岐 19,540

m2 隠岐 20,030

m2 隠岐 22,730

m2 隠岐 23,210

m2 隠岐 23,840

m2 隠岐 16,040

m2 隠岐 16,310

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

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

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

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

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

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

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

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

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
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バキュームブラスト工

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 16,690

m2 隠岐 4,338

m2 隠岐 4,380

m2 隠岐 4,435

m2 隠岐 4,545

m2 隠岐 4,591

m2 隠岐 4,652

m2 隠岐 24,530

m2 隠岐 25,150

m2 隠岐 25,990

m2 隠岐 30,380

m2 隠岐 31,210

m2 隠岐 32,330

m2 隠岐 21,020

m2 隠岐 21,520

m2 隠岐 22,190

m2 隠岐 22,260

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

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

ＲＣ橋脚 面積２７０ｍ２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
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

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

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

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

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

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

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

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

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

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

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

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

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

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

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

バキュームブラスト工

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

36



１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

バキュームブラスト工

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

m2 隠岐 22,820

m2 隠岐 23,560

m2 隠岐 26,710

m2 隠岐 27,420

m2 隠岐 28,380

m2 隠岐 18,360

m2 隠岐 18,770

m2 隠岐 19,330

m2 隠岐 4,685

m2 隠岐 4,747

m2 隠岐 4,830

m2 隠岐 4,929

m2 隠岐 4,998

m2 隠岐 5,090

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

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

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

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

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

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

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

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

バキュームブラスト工

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

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

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

ＲＣ橋脚 面積２７０ｍ２以上
時間的制約無
機・労・材 夜間単価

ＲＣ橋脚 面積２７０ｍ２以上
時間的制約 受
機・労・材 夜間単価

ＲＣ橋脚 面積２７０ｍ２以上
時間的制約 著受
機・労・材 夜間単価

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

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

道路反射鏡設置工

基 隠岐 41,130

基 隠岐 42,180

基 隠岐 43,570

基 隠岐 45,640

基 隠岐 46,690

基 隠岐 48,080

基 隠岐 53,510

基 隠岐 54,560

基 隠岐 55,950

基 隠岐 66,370

基 隠岐 67,420

基 隠岐 68,810

基 隠岐 42,930

基 隠岐 43,980

基 隠岐 45,370

基 隠岐 46,840

基 隠岐 47,890

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

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

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

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

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

備考
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

道路反射鏡設置工

コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価 備考

基 隠岐 49,280

基 隠岐 58,610

基 隠岐 59,660

基 隠岐 61,050

基 隠岐 75,170

基 隠岐 76,220

基 隠岐 77,610

基 隠岐 36,280

基 隠岐 36,660

基 隠岐 37,170

基 隠岐 76,850

基 隠岐 77,360

基 隠岐 78,030

基 隠岐 46,800

基 隠岐 47,180

基 隠岐 47,690

基 隠岐 97,890

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

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

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

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

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

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

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

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

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

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

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

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

時間的制約無
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ800 1面用
機･労･材

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

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

時間的制約無
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ600 2面用
機･労･材

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

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

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

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

道路反射鏡設置工

コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価 備考

基 隠岐 98,400

基 隠岐 99,070

基 隠岐 57,440

基 隠岐 57,820

基 隠岐 58,330

基 隠岐 119,100

基 隠岐 119,700

基 隠岐 120,300

基 隠岐 39,580

基 隠岐 39,960

基 隠岐 40,470

基 隠岐 83,450

基 隠岐 83,960

基 隠岐 84,630

基 隠岐 51,210

基 隠岐 51,590

基 隠岐 52,100道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

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

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

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

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

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

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

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

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

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

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

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

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

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

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

時間的制約無
鏡体設置 ﾒﾀｸﾘﾙ
丸型 φ1000 1面用
機･労･材

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

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

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

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

道路反射鏡設置工

コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価 備考

基 隠岐 106,600

基 隠岐 107,100

基 隠岐 107,800

基 隠岐 43,210

基 隠岐 43,590

基 隠岐 44,100

基 隠岐 90,700

基 隠岐 91,210

基 隠岐 91,880

基 隠岐 53,240

基 隠岐 53,620

基 隠岐 54,130

基 隠岐 110,700

基 隠岐 111,200

基 隠岐 111,900

基 隠岐 64,900

基 隠岐 65,280道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

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

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

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

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

時間的制約無
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ600 1面用
機･労･材

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

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

時間的制約無
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ1000 1面用
機･労･材

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

時間的制約無
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ800 2面用
機･労･材

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

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

時間的制約無
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ800 1面用
機･労･材

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

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

時間的制約無
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ600 2面用
機･労･材

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

道路反射鏡設置工

コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価 備考

基 隠岐 65,790

基 隠岐 134,000

基 隠岐 134,500

基 隠岐 135,200

基 隠岐 44,000

基 隠岐 44,380

基 隠岐 44,890

基 隠岐 92,290

基 隠岐 92,800

基 隠岐 93,470

基 隠岐 55,240

基 隠岐 55,620

基 隠岐 56,130

基 隠岐 114,700

基 隠岐 115,200

基 隠岐 115,900

基 隠岐 38,910道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

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

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

時間的制約著しく受ける
鏡体設置ｽﾃﾝﾚｽ
角型600×8002面用
機・労・材

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

時間的制約著しく受ける
鏡体設置ｽﾃﾝﾚｽ
角型600×8001面用
機・労・材

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

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

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

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

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

時間的制約著しく受ける
鏡体設置ｽﾃﾝﾚｽ
角型450×6002面用
機・労・材

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

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

時間的制約著しく受ける
鏡体設置ｽﾃﾝﾚｽ
角型450×6001面用
機・労・材

時間的制約無
鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ
丸型 φ1000 2面用
機･労･材

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

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

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

時間的制約無
鏡体設置 強化硝子
丸型 φ600 1面用
機･労･材
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

道路反射鏡設置工

コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価 備考

基 隠岐 39,290

基 隠岐 39,800

基 隠岐 82,110

基 隠岐 82,620

基 隠岐 83,290

基 隠岐 48,450

基 隠岐 48,830

基 隠岐 49,340

基 隠岐 101,100

基 隠岐 101,600

基 隠岐 102,300

基 隠岐 44,940

基 隠岐 45,320

基 隠岐 45,830

基 隠岐 94,160

基 隠岐 94,670

基 隠岐 95,340

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

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

時間的制約無
鏡体設置 強化硝子
角型 450×600 1面用
機･労･材

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

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

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

時間的制約無
鏡体設置 強化硝子
丸型 φ800 2面用
機･労･材

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

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

時間的制約無
鏡体設置 強化硝子
丸型 φ800 1面用
機･労･材

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

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

時間的制約無
鏡体設置 強化硝子
丸型 φ600 2面用
機･労･材

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

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

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

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

時間的制約無
鏡体設置 強化硝子
角型 450×600 2面用
機･労･材

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

道路反射鏡設置工

コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価 備考

基 隠岐 53,960

基 隠岐 54,340

基 隠岐 54,850

基 隠岐 112,100

基 隠岐 112,600

基 隠岐 113,300

基 隠岐 37,560

基 隠岐 37,940

基 隠岐 38,450

基 隠岐 79,400

基 隠岐 79,910

基 隠岐 80,580

基 隠岐 47,970

基 隠岐 48,350

基 隠岐 48,860

基 隠岐 100,100

基 隠岐 100,600

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

時間的制約無
鏡体設置 強化硝子
角型 600×800 2面用
機･労･材

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

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

時間的制約無
鏡体設置 強化硝子
角型 600×800 1面用
機･労･材

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

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

44



１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

道路反射鏡設置工

コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価 備考

基 隠岐 101,300

基 隠岐 60,820

基 隠岐 61,200

基 隠岐 61,710

基 隠岐 125,800

基 隠岐 126,300

基 隠岐 127,000

基 隠岐 54,370

基 隠岐 54,750

基 隠岐 55,260

基 隠岐 112,900

基 隠岐 113,400

基 隠岐 114,100

基 隠岐 2,535

基 隠岐 2,687

基 隠岐 2,890

基 隠岐 3,382道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

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

時間的制約無
鏡体撤去 2面用
機･労

時間的制約無
鏡体撤去 1面用
機･労

時間的制約 受ける
鏡体撤去 1面用
機･労

時間的制約 著しく受ける
鏡体撤去 1面用
機･労

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

道路反射鏡設置工

コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価 備考

基 隠岐 3,585

基 隠岐 3,855

基 隠岐 13,290

基 隠岐 13,920

基 隠岐 14,760

本 隠岐 2,640

本 隠岐 3,520道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

道路反射鏡設置工

加算額 曲げ支柱の場合
鋼管φ89.1

時間的制約無
支柱･基礎撤去
鋼管
機･労

時間的制約 受ける
支柱･基礎撤去
鋼管
機･労

時間的制約 著しく受ける
支柱･基礎撤去
鋼管
機･労

時間的制約 受ける
鏡体撤去 2面用
機･労

時間的制約 著しく受ける
鏡体撤去 2面用
機･労

加算額 曲げ支柱の場合
鋼管φ76.3
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

ｍ 隠岐 1,021

ｍ 隠岐 1,073

ｍ 隠岐 1,143

ｍ 隠岐 1,225

ｍ 隠岐 1,288

ｍ 隠岐 1,372

ｍ 隠岐 1,531

ｍ 隠岐 1,610

ｍ 隠岐 1,715

ｍ 隠岐 1,703

ｍ 隠岐 1,791

ｍ 隠岐 1,907

ｍ 隠岐 2,042

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
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
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）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

備考コード 材料名 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）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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
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
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
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
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
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
独立基礎ブロック
支柱間隔２ｍ２０ｍ以上
５０ｍ未満
時間的制約無
機・労昼間単価

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７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 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

ｍ 隠岐 2,147

ｍ 隠岐 2,286

ｍ 隠岐 2,560

ｍ 隠岐 2,691

ｍ 隠岐 2,866

ｍ 隠岐 3,852

ｍ 隠岐 4,022

ｍ 隠岐 4,249

ｍ 隠岐 4,623

ｍ 隠岐 4,827

ｍ 隠岐 5,100

ｍ 隠岐 849

ｍ 隠岐 892

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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
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
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
独立基礎ブロック
支柱間隔２ｍ２０ｍ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
独立基礎ブロック
支柱間隔２ｍ２０ｍ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
独立基礎ブロック
柱間隔２ｍ２０ｍ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）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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
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

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
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
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
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

トラッククレーンの運搬費は別途
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７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 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

ｍ 隠岐 950

ｍ 隠岐 1,021

ｍ 隠岐 1,073

ｍ 隠岐 1,143

ｍ 隠岐 1,278

ｍ 隠岐 1,343

ｍ 隠岐 1,431

ｍ 隠岐 1,460

ｍ 隠岐 1,535

ｍ 隠岐 1,635

ｍ 隠岐 1,754

ｍ 隠岐 1,845

ｍ 隠岐 1,964

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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

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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７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 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

ｍ 隠岐 2,194

ｍ 隠岐 2,306

ｍ 隠岐 2,456

ｍ 隠岐 3,302

ｍ 隠岐 3,448

ｍ 隠岐 3,642

ｍ 隠岐 3,852

ｍ 隠岐 4,022

ｍ 隠岐 4,249

ｍ 隠岐 1,457

ｍ 隠岐 1,536

ｍ 隠岐 1,641

ｍ 隠岐 1,749

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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

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）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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

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
Ｈ鋼基礎
５０ｍ以上
時間的制約無
機・労夜間単価

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

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
Ｈ鋼基礎
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約無
機・労夜間単価

トラッククレーンの運搬費は別途
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７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 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

ｍ 隠岐 1,843

ｍ 隠岐 1,969

ｍ 隠岐 2,186

ｍ 隠岐 2,304

ｍ 隠岐 2,461

ｍ 隠岐 2,431

ｍ 隠岐 2,563

ｍ 隠岐 2,737

ｍ 隠岐 2,915

ｍ 隠岐 3,072

ｍ 隠岐 3,282

ｍ 隠岐 3,654

ｍ 隠岐 3,850

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
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
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）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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

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）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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
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
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
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
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
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
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
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
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７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 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

ｍ 隠岐 4,113

ｍ 隠岐 5,272

ｍ 隠岐 5,527

ｍ 隠岐 5,868

ｍ 隠岐 6,326

ｍ 隠岐 6,633

ｍ 隠岐 7,042

ｍ 隠岐 1,212

ｍ 隠岐 1,277

ｍ 隠岐 1,364

ｍ 隠岐 1,457

ｍ 隠岐 1,536

ｍ 隠岐 1,641

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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
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）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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
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

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

仮設防護柵撤去
Ｈ鋼基礎
５０ｍ以上
時間的制約受ける
機・労夜間単価

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

仮設防護柵撤去
Ｈ鋼基礎
２０ｍ以上５０ｍ未満
時間的制約無
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

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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
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
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

仮設防護柵撤去
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

トラッククレーンの運搬費は別途
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７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 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

ｍ 隠岐 1,824

ｍ 隠岐 1,922

ｍ 隠岐 2,054

ｍ 隠岐 2,084

ｍ 隠岐 2,196

ｍ 隠岐 2,346

ｍ 隠岐 2,504

ｍ 隠岐 2,639

ｍ 隠岐 2,819

ｍ 隠岐 3,131

ｍ 隠岐 3,300

ｍ 隠岐 3,525

ｍ 隠岐 4,518

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

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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

仮設防護柵撤去
独立基礎ブロック
支柱間隔２ｍ２０ｍ未満
時間的制約無
機・労夜間単価

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）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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

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）
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７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 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

ｍ 隠岐 4,737

ｍ 隠岐 5,029

ｍ 隠岐 5,272

ｍ 隠岐 5,527

ｍ 隠岐 5,868仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）

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

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

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）

仮設防護柵設置工（仮設ガードレール）
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

機械式継手工

箇所 隠岐 257

箇所 隠岐 320

箇所 隠岐 368

箇所 隠岐 411

箇所 隠岐 488

箇所 隠岐 604

箇所 隠岐 693

箇所 隠岐 818

箇所 隠岐 996

箇所 隠岐 1,081

箇所 隠岐 1,510

箇所 隠岐 271

箇所 隠岐 335

箇所 隠岐 384

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２５×Ｄ２５
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２９×Ｄ２９
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３２×Ｄ３２
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１６×Ｄ１６
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１９×Ｄ１９
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２２×Ｄ２２
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１３×Ｄ１３
機・労 昼間単価

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１９×Ｄ１９
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ５１×Ｄ５１
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１３×Ｄ１３
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１６×Ｄ１６
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３５×Ｄ３５
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３８×Ｄ３８
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ４１×Ｄ４１
機・労 昼間単価

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

機械式継手工

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

箇所 隠岐 429

箇所 隠岐 508

箇所 隠岐 626

箇所 隠岐 717

箇所 隠岐 845

箇所 隠岐 1,025

箇所 隠岐 1,112

箇所 隠岐 1,550

箇所 隠岐 289

箇所 隠岐 354

箇所 隠岐 406

箇所 隠岐 452

箇所 隠岐 534

箇所 隠岐 656

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２９×Ｄ２９
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３２×Ｄ３２
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３５×Ｄ３５
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２２×Ｄ２２
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２５×Ｄ２５
機・労 昼間単価

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２２×Ｄ２２
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２５×Ｄ２５
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２９×Ｄ２９
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１３×Ｄ１３
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１６×Ｄ１６
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１９×Ｄ１９
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３８×Ｄ３８
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ４１×Ｄ４１
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ５１×Ｄ５１
機・労 昼間単価

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

機械式継手工

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

箇所 隠岐 749

箇所 隠岐 881

箇所 隠岐 1,064

箇所 隠岐 1,155

箇所 隠岐 1,604

箇所 隠岐 370

箇所 隠岐 444

箇所 隠岐 503

箇所 隠岐 560

箇所 隠岐 652

箇所 隠岐 789

箇所 隠岐 895

箇所 隠岐 1,042

箇所 隠岐 1,239

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３２×Ｄ３２
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３５×Ｄ３５
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３８×Ｄ３８
機・労 昼間単価

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３５×Ｄ３５
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
 時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３８×Ｄ３８
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２５×Ｄ２５
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２９×Ｄ２９
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３２×Ｄ３２
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１６×Ｄ１６
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１９×Ｄ１９
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２２×Ｄ２２
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ４１×Ｄ４１
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ５１×Ｄ５１
機・労 昼間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１３×Ｄ１３
機・労 夜間単価

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

機械式継手工

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

箇所 隠岐 1,345

箇所 隠岐 1,847

箇所 隠岐 390

箇所 隠岐 467

箇所 隠岐 527

箇所 隠岐 586

箇所 隠岐 682

箇所 隠岐 822

箇所 隠岐 932

箇所 隠岐 1,083

箇所 隠岐 1,283

箇所 隠岐 1,393

箇所 隠岐 1,908

箇所 隠岐 417

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ４１×Ｄ４１
機・労 夜間単価

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３８×Ｄ３８
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ４１×Ｄ４１
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ５１×Ｄ５１
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２９×Ｄ２９
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３２×Ｄ３２
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手 時
的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３５×Ｄ３５
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１９×Ｄ１９
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２２×Ｄ２２
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２５×Ｄ２５
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　無
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ５１×Ｄ５１
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１３×Ｄ１３
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１６×Ｄ１６
機・労 夜間単価

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１３×Ｄ１３
機・労 夜間単価

機械式継手工
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

機械式継手工

備考コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 単価

箇所 隠岐 497

箇所 隠岐 560

箇所 隠岐 622

箇所 隠岐 721

箇所 隠岐 866

箇所 隠岐 980

箇所 隠岐 1,137

箇所 隠岐 1,341

箇所 隠岐 1,456

箇所 隠岐 1,989

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ４１×Ｄ４１
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ５１×Ｄ５１
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３２×Ｄ３２
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３５×Ｄ３５
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ３８×Ｄ３８
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２２×Ｄ２２
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２５×Ｄ２５
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ２９×Ｄ２９
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１６×Ｄ１６
機・労 夜間単価

ねじ節鉄筋継手
時間的制約　著しく受ける
有機グラウト材・ロックナット無
Ｄ１９×Ｄ１９
機・労 夜間単価

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工

機械式継手工
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１－２－５２　土木工事標準単価
平成２９年７月１日適用

抵抗板付鋼製杭基礎工

回 隠岐 168,300

回 隠岐 171,300

回 隠岐 175,300

式 隠岐 369,900

式 隠岐 739,900

回 隠岐 193,400

回 隠岐 197,900

回 隠岐 204,000

式 隠岐 425,200

式 隠岐 850,500

単価コード 材料名 規格・寸法 単位 単価地区 備考

打込または引抜
施工条件Ⅱ　夜間

打込または引抜
施工条件Ⅲ　夜間

打込または引抜
施工条件Ⅲ　昼間

打込または引抜
施工条件Ⅰ
時間的制約無し　夜間

打込または引抜
施工条件Ⅰ
時間的制約を受ける場合　夜間

抵抗板付鋼製杭基礎設置工

抵抗板付鋼製杭基礎設置工

抵抗板付鋼製杭基礎設置工

抵抗板付鋼製杭基礎設置工

打込または引抜
施工条件Ⅰ
時間的制約を著しく受ける場合　夜間

打込または引抜
施工条件Ⅰ
時間的制約を受ける場合　昼間

打込または引抜
施工条件Ⅰ
時間的制約を著しく受ける場合　昼間

打込または引抜
施工条件Ⅱ　昼間

打込または引抜
施工条件Ⅰ
時間的制約無し　昼間

抵抗板付鋼製杭基礎設置工

抵抗板付鋼製杭基礎設置工

抵抗板付鋼製杭基礎設置工

抵抗板付鋼製杭基礎設置工

抵抗板付鋼製杭基礎設置工

抵抗板付鋼製杭基礎設置工
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