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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  33材工共単価                              

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
　〔信州型木製ガードレール〕            

 TT140DBK  信州型木製ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ１号型設置 本体 材工共
端部含まず・支柱及び鋼板白色            

    ｍ         20,000      20,000      20,000      20,000      20,000      20,000

 TT141DBK  信州型木製ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ１号型設置 本体 材工共
端部含まず・支柱及び鋼板こげ茶          

    ｍ         21,400      21,400      21,400      21,400      21,400      21,400

 TT142DBK  信州型木製ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ１号型設置 端部 材工共
                                        

   箇所        11,100      11,100      11,100      11,100      11,100      11,100

 TT145DBK  木製ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　１号型設置　ビーム　材工共
鋼板（ビーム）白色のみ設置              

    ｍ         17,000      17,000      17,000      17,000      17,000      17,000

 TT146DBK  木製ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ　１号型設置　ビーム　材工共
鋼板（ビーム）こげ茶のみ設置            

    ｍ         18,300      18,300      18,300      18,300      18,300      18,300

 TT143DBK  信州型木製ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置　２号型　材工共  
土中用                                  

    ｍ         86,000      86,000      86,000      86,000      86,000      86,000

 TT144DBK  信州型木製ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置　３号型　材工共  
土中用                                  

    ｍ         19,900      19,900      19,900      19,900      19,900      19,900

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  34電力料・油脂類                          

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
　〔電　気　料　金〕                    

   TT202   電力料金　　　　　　　　　　　　　　　　
基本料金　；常時　低圧電力　　　　　　　

  ｋＷ月        1,040       1,040       1,040       1,040       1,040       1,040

   TT204   電力料金　　　　　　　　　　　　　　　　
基本料金　；常時　高圧電力Ａ　　　　　　

  ｋＷ月     1,164.77    1,164.77    1,164.77    1,164.77    1,164.77    1,164.77

   TT208   電力料金　　　　　　　　　　　　　　　　
基本料金　；臨時　低圧電力　　　　　　　

  ｋＷ月        1,248       1,248       1,248       1,248       1,248       1,248

   TT210   電力料金　　　　　　　　　　　　　　　　
基本料金　；臨時　高圧電力Ａ　　　　　　

  ｋＷ月     1,397.14    1,397.14    1,397.14    1,397.14    1,397.14    1,397.14

   TT222   電力料金　　　　　　　　　　　　　　　　
使用料金　；常時　低圧電力　　　　　　　

  ｋＷｈ        14.06       14.06       14.06       14.06       14.06       14.06

   TT224   電力料金　　　　　　　　　　　　　　　　
使用料金　；常時　高圧電力Ａ　　　　　　

  ｋＷｈ        15.45       15.45       15.45       15.45       15.45       15.45

   TT228   電力料金　　　　　　　　　　　　　　　　
使用料金　；臨時　低圧電力　　　　　　　

  ｋＷｈ        16.87       16.87       16.87       16.87       16.87       16.87

   TT230   電力料金　　　　　　　　　　　　　　　　
使用料金　；臨時　高圧電力Ａ　　　　　　

  ｋＷｈ        17.71       17.71       17.71       17.71       17.71       17.71

　〔油　脂　類〕                        

   TSX02   重油                                    
；Ａ重油　１種２号（陸上・一般）ローリー

    Ｌ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TSX24   軽油                                    
；小型ロ－リ－　パトロール給油          

    Ｌ            131         131         120         120         120         120

   TSX32   ガソリン　　　　　　　　　　　　　　　　
；レギュラー　スタンド                  

    Ｌ            149         149         138         138         138         138

   TSX47   灯油　　　　　　　　　　　　　　　　　　
；白灯油　ミニローリー4KL               

    Ｌ             83          83          76          76          76          70
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  35木材関係                                

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
　〔素　　材〕                          

   T1617   松素材　長　１～３ｍ                    
末口～１４㎝                            

   ｍ３   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1618   松素材　長　１～３ｍ                    
末口１６～２２㎝                        

   ｍ３        19,000      19,000      19,000      19,000      19,000      19,000

   T1619   松素材　長　１～３ｍ                    
末口２４～２８㎝                        

   ｍ３        19,000      19,000      19,000      19,000      19,000      19,000

   T1620   松素材　長　3.２～４ｍ　　　　　　　　　
末口～１４㎝　　　　　　　　　　　　　　

   ｍ３   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1621   松素材　長　3.２～４ｍ　　　　　　　　　
末口１６～２２㎝　　　　　　　　　　　　

   ｍ３   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1622   松素材　長　3.２～４ｍ　　　　　　　　　
末口２４～２８㎝　　　　　　　　　　　　

   ｍ３        19,000      19,000      19,000      19,000      19,000      19,000

   T1623   松素材　長　4.２～５ｍ　　　　　　　　　
末口～１４㎝　　　　　　　　　　　　　　

   ｍ３   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1624   松素材　長　4.２～５ｍ　　　　　　　　　
末口１６～２２㎝　　　　　　　　　　　　

   ｍ３   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1625   松素材　長　4.２～５ｍ　　　　　　　　　
末口２４～２８㎝　　　　　　　　　　　　

   ｍ３        25,000      25,000      25,000      25,000      25,000      25,000

   T1626   松素材　長　4.２～５ｍ　　　　　　　　　
末口３０～４２㎝　　　　　　　　　　　　

   ｍ３        29,000      29,000      29,000      29,000      29,000      29,000

   T1627   松素材　長　5.２～６ｍ　　　　　　　　　
末口１６～２２㎝　　　　　　　　　　　　

   ｍ３   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1628   松素材　長　5.２～６ｍ　　　　　　　　　
末口２４～２８㎝　　　　　　　　　　　　

   ｍ３        26,000      26,000      26,000      26,000      26,000      26,000

   T1629   松素材　長　5.２～６ｍ　　　　　　　　　
末口３０～４２㎝　　　　　　　　　　　　

   ｍ３        30,000      30,000      30,000      30,000      30,000      30,000

   T1631   松素材　長　6.２～７ｍ　　　　　　　　　
末口２４～２８㎝　　　　　　　　　　　　

   ｍ３        32,000      32,000      32,000      32,000      32,000      32,000

   T1632   松素材　長　6.２～７ｍ　　　　　　　　　
末口３０～４２㎝　　　　　　　　　　　　

   ｍ３        36,000      36,000      36,000      36,000      36,000      36,000

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  36鋼製品関係                              

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
　〔鋼棒・鋼板・形鋼等〕                

   TA152   異形棒鋼　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１０　　　　　　　　　　

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

   TA154   異形棒鋼　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１３　　　　　　　　　　

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

   TA156   異形棒鋼                                
ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１６　　　　　　　　　　

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

   TA204   異形棒鋼　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＤ３４５　Ｄ１３　　　　　　　　　　　

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

   TA206   異形棒鋼　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＤ３４５　Ｄ１６　　　　　　　　　　　

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

   TA208   異形棒鋼　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＤ３４５　Ｄ１９　　　　　　　　　　　

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

   TA210   異形棒鋼　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＤ３４５　Ｄ２２　　　　　　　　　　　

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

   TA212   異形棒鋼　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＤ３４５　Ｄ２５　　　　　　　　　　　

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

   TA214   異形棒鋼　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＤ３４５　Ｄ２９　　　　　　　　　　　

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

   TA216   異形棒鋼　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＤ３４５　Ｄ３２　　　　　　　　　　　

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

   TA218   異形棒鋼　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＤ３４５　Ｄ３５　　　　　　　　　　　

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

   TA220   異形棒鋼　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＤ３４５　Ｄ３８　　　　　　　　　　　

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

   TA224   異形棒鋼　　　　　　　　　　　　　　　　
ＳＤ３４５　Ｄ５１　　　　　　　　　　　

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

   TA230   異形棒鋼                                
ＳＤ３９０　Ｄ２５                      

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

   TA232   異形棒鋼                                
ＳＤ３９０　Ｄ２９                      

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  37鋼製品関係                              

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   TA234   異形棒鋼                                

ＳＤ３９０　Ｄ３２                      
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA236   異形棒鋼                                
ＳＤ３９０　Ｄ３５                      

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

   TA238   異形棒鋼                                
ＳＤ３９０　Ｄ３８                      

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

   TA240   異形棒鋼                                
ＳＤ３９０　Ｄ４１                      

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

   TA260   異形棒鋼                                
ＳＤ４９０　Ｄ３５                      

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

   TA262   異形棒鋼                                
ＳＤ４９０　Ｄ３８                      

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

   TA264   異形棒鋼                                
ＳＤ４９０　Ｄ４１                      

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

   TA270   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３４５　Ｄ１３                      

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

   TA271   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３４５　Ｄ１６                      

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

   TA272   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３４５　Ｄ１９                      

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

   TA273   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３４５　Ｄ２２                      

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

   TA274   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３４５　Ｄ２５                      

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

   TA275   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３４５　Ｄ２９                      

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

   TA276   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３４５　Ｄ３２                      

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

   TA277   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３４５　Ｄ３５                      

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

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  38鋼製品関係                              

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   TA278   ねじ節鉄筋                              

ＳＤ３４５　Ｄ３８                      
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA279   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３４５　Ｄ４１                      

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

   TA280   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３４５　Ｄ５１                      

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

   TA285   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３９０　Ｄ２５                      

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

   TA286   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３９０　Ｄ２９                      

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

   TA287   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３９０　Ｄ３２                      

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

   TA288   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３９０　Ｄ３５                      

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

   TA289   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３９０　Ｄ３８                      

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

   TA290   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ３９０　Ｄ４１                      

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

   TA295   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ４９０　Ｄ３５                      

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

   TA296   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ４９０　Ｄ３８                      

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

   TA297   ねじ節鉄筋                              
ＳＤ４９０　Ｄ４１                      

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

   TA302   平鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　
４．５×２５　　　　　　　　　　　　　　

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

   TA310   平鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　
６×２５　　　　　　　　　　　　　　　　

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

   TA506   等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００　　　　　
１５×１３０×１３０　　　　　　　　　　

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



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  39鋼製品関係                              

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   TA510   等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００　　　　　

１５×１５０×１５０　　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA524   等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００　　　　　
１２×７５×７５　　　　　　　　　　　　

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

   TA536   等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００　　　　　
１３×１００×１００　　　　　　　　　　

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

   TA602   不等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００　　　　
９×１５０×９０　　　　　　　　　　　　

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

   TA610   不等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００　　　　
７×１２５×７５　　　　　　　　　　　　

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

   TA626   溝形鋼（大形）　ＳＳ４００　　　　　　　
９×１５０×７５　　　　　　　　　　　　

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

   TA632   溝形鋼（大形）　ＳＳ４００　　　　　　　
８×２００×９０　　　　　　　　　　　　

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

   TA634   溝形鋼（大形）　ＳＳ４００　　　　　　　
９×２５０×９０　　　　　　　　　　　　

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

   TA642   溝形鋼（大形）　ＳＳ４００　　　　　　　
１３×３８０×１００　　　　　　　　　　

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

   TA650   溝形鋼（中形）　ＳＳ４００　　　　　　　
５×１００×５０　　　　　　　　　　　　

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

   TA808   構造用炭素鋼管（ＳＴＫ４００）　　　　　
径４２．７×２．３　　　　　　　　　　　

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

   TA816   構造用炭素鋼鋼管（ＳＴＫ４００）        
径６０．５×３．２　　　　　　　　　　　

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

   TA826   構造用炭素鋼管（ＳＴＫ４００）　　　　　
径１０１．６×３．２　　　　　　　　　　

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

   TA838   構造用炭素鋼管（ＳＴＫ４００）　　　　　
径１９０．７×５．３　　　　　　　　　　

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

   TA908   構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）        
２．３×６０×６０　　　　　　　　　　　

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

   TA918   構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）　　　　
４．５×１００×１００　　　　　　　　　

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

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  40鋼製品関係                              

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   TA924   構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）　　　　

４．５×１２５×１２５　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TA928   構造用角形鋼管（ＳＴＫＲ４００）　　　　
６．０×１５０×１５０　　　　　　　　　

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

   TA102   鉄筋用小型丸鋼　　　　　　　　　　　　　
ＳＲ２３５　径９　　　　　　　　　　　　

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

   TA104   鉄筋用小型丸鋼　　　　　　　　　　　　　
ＳＲ２３５　径１３　　　　　　　　　　　

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

   TA106   鉄筋用小型丸鋼　　　　　　　　　　　　　
ＳＲ２３５　径１６　　　　　　　　　　　

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

   TA108   鉄筋用小型丸鋼　　　　　　　　　　　　　
ＳＲ２３５　径１９　　　　　　　　　　　

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

   TA110   鉄筋用小型丸鋼　　　　　　　　　　　　　
ＳＲ２３５　径２２　　　　　　　　　　　

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

   TA112   鉄筋用小型丸鋼　　　　　　　　　　　　　
ＳＲ２３５　径２５　　　　　　　　　　　

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

   T1705   厚鋼板　　　　　　　　　　　　　　　　　
；９×９１４×１８２９　　　　　　　　　

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

   T1706   等辺山形鋼　　　　　　　　　　　　　　　
；１２×１３０×１３０　　　　　　　　　

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

   T1707   不等辺山形鋼　　　　　　　　　　　　　　
；１０×１２５×７５　　　　　　　　　　

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

   T1708   溝形鋼　　　　　　　　　　　　　　　　　
；８×２００×９０　　　　　　　　　　　

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

   T1709   Ｉ型鋼　　　　　　　　　　　　　　　　　
；7.５×２５０×１２５　　　　　　　　　

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

   T1710   Ｈ型鋼　　　　　　　　　　　　　　　　　
一般構造用（200×100）                  

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  41鋼製品関係                              

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   T1713   鋼矢板　　　　　　　　　　　　　　　　　

巾　４００㎜　　　　　　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1714   軽量鋼矢板                              
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

   T1715   縞鋼板　　　　　　　　　　　　　　　　　
；９×１５２４×３０３８　　　　　　　　

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

   TA707   しま鋼板                                
厚３．２×幅９１４×長１８２９㎜        

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

   T1716   ハット型鋼矢板　１０Ｈ                  
                                        

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

   T1717   ハット型鋼矢板　２５Ｈ                  
                                        

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

   T1731   亜鉛引鉄線　　　　　　　　　　　　　　　
＃１２　＃１０　＃８　　　　　　　　　　

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

 TW799GSD  普通鉄線　　　　　　　　　　　　　　　　
＃１２　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

〔一般基礎用鋼管杭〕                    

   T1751   鋼管杭（一般基礎用）　　　　　　　　　　
ＳＫＫ４００（ベ－ス）　　　　　　　　　

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

   T1752   規格エキストラ　　　　　　　　　　　　　
ＳＫＫ４９０　　　　　　　　　　　　　　

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

   T1771   規格エキストラ（ＳＭ４９０Ａ）　　　　　
ＳＫＫ４９０　　　　　　　　　　　　　　

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

   T1753   規格エキストラ（ＳＭ４９０ＹＡ）　　　　
ＳＫＫ４９０　　　　　　　　　　　　　　

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

   T1732   肉厚エキストラ                          
6mm以上7mm以下                          

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

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  42鋼製品関係                              

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   T1733   肉厚エキストラ                          

8mm                                     
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1735   肉厚エキストラ                          
13mm                                    

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

   T1737   肉厚エキストラ                          
15mm                                    

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

   T1738   肉厚エキストラ                          
16mm                                    

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

   T1739   肉厚エキストラ                          
17mm以上18mm以下                        

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

   T1740   肉厚エキストラ                          
19mm                                    

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

   T1741   肉厚エキストラ                          
20mm以上22mm以下                        

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

   T1742   肉厚エキストラ                          
23mm以上24mm以下                        

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

   T1744   肉厚エキストラ                          
25mm                                    

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

   T1758   長さ　エキストラ　　　　　　　　　　　　
長　１２～１８ｍ　　　　　　　　　　　　

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

   T1759   長さ　エキストラ　　　　　　　　　　　　
長　１８～２２ｍ　　　　　　　　　　　　

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

   T1760   長さ　エキストラ　　　　　　　　　　　　
長　２２～３０ｍ　　　　　　　　　　　　

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

   T1761   長さ　エキストラ　　　　　　　　　　　　
長　３０～３５ｍ　　　　　　　　　　　　

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

   T1763   不等厚工場溶接エキストラ　　　　　　　　
　５０８㎜　　　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1764   不等厚工場溶接エキストラ　　　　　　　　
　６０9.６㎜　　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1765   不等厚工場溶接エキストラ　　　　　　　　
　７１1.２㎜　　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  43鋼製品関係                              

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   T1766   不等厚工場溶接エキストラ　　　　　　　　

　８１2.８㎜　　　　　　　　　　　　　　
   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1767   不等厚工場溶接エキストラ　　　　　　　　
　９１4.４㎜　　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1768   不等厚工場溶接エキストラ　　　　　　　　
　１０１６㎜　　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T1770   外径　エキストラ                        
1600㎜以上2000㎜以下                    

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

   T1747   地域エキストラ                          
北陸（長野、新潟、富山、石川、福井）    

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

   T1772   鋼管杭附属品　　　　　　　　　　　　　　
丸蓋　八角蓋　　　　　　　　　　　　　　

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

   T1773   鋼管杭附属品　　　　　　　　　　　　　　
十字補強　　　　　　　　　　　　　　　　

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

   T1774   鋼管杭附属品　　　　　　　　　　　　　　
井桁補強　　　　　　　　　　　　　　　　

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

   T1775   鋼管杭附属品　　　　　　　　　　　　　　
溶接費　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

   T1777   鋼管杭附属品　　　　　　　　　　　　　　
吊金具　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

   T1778   鋼管杭附属品　　　　　　　　　　　　　　
端部補強バンド　　　　　　　　　　　　　

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

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

  44鋼製品関係                              

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
　〔鉄　線　蛇　籠〕                    

   TJN22   じゃかご　　　　　　　　　　　　　　　　
ＧＳ－３　４．０×１５×径４５　　　　　

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

   TJN26   じゃかご　　　　　　　　　　　　　　　　
ＧＳ－３　５．０×１５×径４５　　　　　

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

   TJN42   じゃかご　　　　　　　　　　　　　　　　
ＧＳ－３　３．２×１５×径６０　　　　　

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

   TJN44   じゃかご　　　　　　　　　　　　　　　　
ＧＳ－３　４．０×１０×径６０　　　　　

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

   TJN48   じゃかご　　　　　　　　　　　　　　　　
ＧＳ－３　４．０×１５×径６０　　　　　

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

   TJN58   じゃかご　　　　　　　　　　　　　　　　
ｱﾙﾐ合金・ＧＳ－７　４．０×１５×径６０ 

    ｍ          1,210       1,210       1,210       1,210       1,210       1,210

　〔ふとんかご・かごマット〕            

   TJQ02   かごマット（スロープ型）　長期性能型    
蓋網６５×４．０×５．０　高３０ｃｍ    

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

   TJQ04   かごマット（スロープ型）　長期性能型    
蓋網６５×５．０×６．０　高５０ｃｍ    

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

   TJP76   ふとんかご（パネルタイプ）　　　　　　　
ＧＳ－３　４．０×１３×高４０×幅１２０

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

   TJP78   ふとんかご（パネルタイプ）　　　　　　　
ＧＳ－３　４．０×１３×高５０×幅１２０

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

   TJP80   ふとんかご（パネルタイプ）　　　　　　　
ＧＳ－３　４．０×１３×高６０×幅１２０

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

   TJP82   ふとんかご（パネルタイプ）　　　　　　　
ＧＳ－３　４．０×１５×高４０×幅１２０

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

   TJP84   ふとんかご（パネルタイプ）　　　　　　　
ＧＳ－３　４．０×１５×高５０×幅１２０

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 121下水道関係                              

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
 TW287GSD  １号マンホ－ル　直壁                    

内径９００㎜　有効高　３００㎜　　　　　
    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW288GSD  １号マンホ－ル　直壁                    
内径９００㎜　有効高　６００㎜　　　　　

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

 TW289GSD  １号マンホ－ル　直壁                    
内径９００㎜　有効高　９００㎜　　　　　

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

 TW290GSD  １号マンホ－ル　直壁                    
内径９００㎜　有効高１２００㎜　　　　　

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

 TW291GSD  １号マンホ－ル　直壁                    
内径９００㎜　有効高１５００㎜　　　　　

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

 TW292GSD  １号マンホ－ル　直壁                    
内径９００㎜　有効高１８００㎜　　　　　

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

 TW293GSD  １号マンホ－ル　く体ブロック            
内径９００㎜　有効高　６００㎜　　　　　

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

 TW294GSD  １号マンホ－ル　く体ブロック            
内径９００㎜　有効高　９００㎜　　　　　

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

 TW295GSD  １号マンホ－ル　く体ブロック            
内径９００㎜　有効高１２００㎜　　　　　

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

 TW296GSD  １号マンホ－ル　く体ブロック            
内径９００㎜　有効高１５００㎜　　　　　

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

 TW297GSD  １号マンホ－ル　く体ブロック            
内径９００㎜　有効高１８００㎜　　　　　

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

 TW298GSD  １号マンホ－ル　底版                    
外径１１００㎜有効高　１３０㎜　　　　　

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

 TW300GSD  １号踊り場　直壁                        
有効高６００㎜　　　　　　　　　　　　　

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

　〔組立式マンホール〕                  
　（２号マンホール　内径１２００）      

 TW331GSD  ２号マンホ－ル　斜壁                    
上径６００下径１２００高３００　　　　　

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

 TW332GSD  ２号マンホ－ル　斜壁                    
上径６００下径１２００高４５０　　　　　

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

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）
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03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
 TW333GSD  ２号マンホ－ル　斜壁                    

上径６００下径１２００高６００　　　　　
    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW334GSD  ２号マンホ－ル　斜壁                    
上径９００下径１２００高３００　　　　　

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

 TW335GSD  ２号マンホ－ル　直壁                    
内径１２００㎜有効高　６００㎜　　　　　

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

 TW336GSD  ２号マンホ－ル　直壁                    
内径１２００㎜有効高　９００㎜          

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

 TW337GSD  ２号マンホ－ル　直壁                    
内径１２００㎜有効高１２００㎜          

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

 TW338GSD  ２号マンホ－ル　直壁                    
内径１２００㎜有効高１５００㎜          

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

 TW339GSD  ２号マンホ－ル　直壁                    
内径１２００㎜有効高１８００㎜          

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

 TW309GSD  ２号マンホール　直壁                    
内径１２００㎜有効高２１００㎜　　　　　

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

 TW329GSD  ２号マンホール　直壁　　　　　　　　　　
内径１２００㎜有効高２４００㎜　　　　　

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

 TW340GSD  ２号マンホ－ル　く体ブロック            
内径１２００㎜有効高　９００㎜          

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

 TW341GSD  ２号マンホ－ル　く体ブロック            
内径１２００㎜有効高１２００㎜          

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

 TW342GSD  ２号マンホ－ル　く体ブロック            
内径１２００㎜有効高１５００㎜          

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

 TW343GSD  ２号マンホ－ル　く体ブロック            
内径１２００㎜有効高１８００㎜          

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

 TW344GSD  ２号マンホ－ル　く体ブロック            
内径１２００㎜有効高２１００㎜          

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

 TW345GSD  ２号マンホ－ル　く体ブロック            
内径１２００㎜有効高２４００㎜          

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

 TW346GSD  ２号マンホ－ル　底版                    
有効高　１５０                          

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単 価

頁
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   又は　
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 TW347GSD  ２号マンホ－ル　おどり場直壁            

内径１２００㎜高　６００㎜              
    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

　〔組立式マンホール〕                  
　（３号マンホール　内径１５００）      

 TW351GSD  ３号マンホ－ル　斜壁                    
上径９００下径１５００高３００          

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

 TW348GSD  ３号マンホ－ル　直壁                    
内径１５００㎜高　６００㎜              

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

 TW349GSD  ３号マンホ－ル　直壁                    
内径１５００㎜高　９００㎜              

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

 TW358GSD  ３号マンホ－ル　直壁                    
内径１５００㎜高１２００㎜              

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

 TW359GSD  ３号マンホ－ル　直壁                    
内径１５００㎜高１５００㎜              

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

 TW355GSD  ３号マンホ－ル　直壁                    
内径１５００㎜有効高１８００㎜          

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

 TW356GSD  ３号マンホ－ル　直壁                    
内径１５００㎜有効高２１００㎜          

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

 TW357GSD  ３号マンホ－ル　直壁                    
内径１５００㎜有効高２４００㎜          

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

 TW363GSD  ３号マンホ－ル　く体ブロック            
内径１５００㎜有効高１２００㎜          

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

 TW364GSD  ３号マンホ－ル　く体ブロック            
内径１５００㎜有効高１５００㎜          

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

 TW360GSD  ３号マンホ－ル　く体ブロック            
内径１５００㎜有効高１８００㎜          

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

 TW361GSD  ３号マンホ－ル　く体ブロック            
内径１５００㎜有効高２１００㎜          

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

 TW362GSD  ３号マンホ－ル　く体ブロック            
内径１５００㎜有効高２４００㎜          

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

 TW365GSD  ３号マンホ－ル　底版                    
有効高１５０                            

    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単 価
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 TW366GSD  ３号踊り場　直壁                        

有効高６００㎜                          
    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW261GSD  マンホール　　　調整リング              
径６００㎜　有効高　５０㎜　　　　　　　

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

 TW262GSD  マンホール　　　調整リング              
径６００㎜　有効高１００㎜　　　　　　　

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

 TW263GSD  マンホール　　　調整リング              
径６００㎜　有効高１５０㎜　　　　　　　

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

 TW279GSD  マンホール　　　調整金具                
調整高２５㎜　まで　　　　　　　　　　　

    組    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW299GSD  マンホール　　　調整金具                
調整高４５㎜　まで　　　　　　　　　　　

    組    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW318GSD  削孔代　０号．１号　ＶＵ管用　　　　　　
 φ１５０㎜用　　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW319GSD  削孔代　０号．１号　ＶＵ管用　　　　　　
 φ２００㎜用　　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW320GSD  削孔代　０号．１号　ＶＵ管用　　　　　　
 φ２５０㎜用　　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW326GSD  削孔代０号・１号　ＶＵ管用              
 φ３００㎜用　　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW327GSD  削孔代０号・１号　ＶＵ管用　　　　　　　
 φ３５０㎜用　　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW328GSD  削孔代０号・１号　ＶＵ管用　　　　　　　
 φ４００㎜用　　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW321GSD  削孔代　０号．１号ヒューム管用          
 φ１５０㎜用　　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

 TW322GSD  削孔代　０号．１号ヒューム管用          
 φ２００㎜用　　　　　　　　　　　　　　

   箇所   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 149橋梁上部工関係（３）                    

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   T7125   Ｈ形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　

（ベース）　　　　　　　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7126   Ｈ形鋼　ＳＭ４９０ＹＡ　　　　　　　　　
フランジ厚　２５　以下（ベース）　　　　

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

   T7127   Ｈ形鋼　ＳＭ４９０ＹＢ　　　　　　　　　
フランジ厚　２５　以下（ベース）　　　　

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

   T7130   構造用棒鋼　　ＳＳ４００　　　　　　　　
小型　１６－２５（ベース）　　　　　　　

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

   T7131   構造用棒鋼　　ＳＳ４００　　　　　　　　
小型　２８－４８（ベース）　　　　　　　

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

   T7132   構造用棒鋼　　ＳＳ４００　　　　　　　　
中型　５０－７５　（ベース）　　　　　　

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

   T7133   構造用棒鋼　　ＳＳ４００　　　　　　　　
中型　８０－１００（ベース）　　　　　　

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

   T7134   構造用棒鋼　　ＳＳ４００　　　　　　　　
大型　１１０－１５０（ベース）　　　　　

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

   T7135   構造用棒鋼　　ＳＳ４００　　　　　　　　
大型　１６０－２００（ベース）　　　　　

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

   T7136   軽量形鋼　ＳＳＣ４００　　　　　　　　　
軽溝形鋼　（ベース）　　　　　　　　　　

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

   T7137   軽量形鋼　ＳＳＣ４００　　　　　　　　　
リツプ　溝形鋼（ベース）　　　　　　　　

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

   T7138   デッキプレート　　　　　　　　　　　　　
ＳＤＰ１　ｔ＝1.２㎜　（ベース）　　　　

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

   T7139   デッキプレート　　　　　　　　　　　　　
ＳＤＰ１　ｔ＝1.６㎜　（ベース）　　　　

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

   T7140   キーストンプレート　　　　　　　　　　　
ＳＤＰ１　ｔ＝1.２㎜（ベース）　　　　　

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

   T7141   ガス管　ＳＧＰ　　　　　　　　　　　　　
径１２５　以下（ベース）　　　　　　　　

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

   T7145   構造用鋼管　ＳＴＫ４００　　　　　　　　
径１６5.２（ベース）　　　　　　　　　　

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

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 150橋梁上部工関係（３）                    

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   T7155   角鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　

１６－２５（ベース）　　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7156   角鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　
２８－３８（ベース）　　　　　　　　　　

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

鋼材形鋼                                
(ｴｷｽﾄﾗ・割増・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除込み）          

   T7210   等辺山形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　
中型　　７５㎜以下　；形式共通　　　　　

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

   T7211   等辺山形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　
中型　９０～１００㎜；形式共通　　　　　

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

   T7212   等辺山形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　
大型　１３０×１３０；形式共通　　　　　

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

   T7213   等辺山形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　
大型　１５０×１５０；形式共通　　　　　

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

   T7215   不等辺山形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　
中型１２５×７５以下；形式共通　　　　　

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

   T7216   不等辺山形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　
大型　１５０×９０　；形式共通　　　　　

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

   T7340   等辺山形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ            
中型　７５㎜　　　　　；形式共通        

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

   T7341   等辺山形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ            
中型　９０～１００㎜　；形式共通        

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

   T7342   等辺山形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ            
大型　１３０×１３０　；形式共通        

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

   T7343   等辺山形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ            
大型　１５０×１５０　；形式共通        

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

   T7344   等辺山形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ　　　　　　
大型　２００×２００；型式共通　　　　　

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

   T7345   不等辺山形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ          
中型　１２５×７５　　；形式共通        

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 151橋梁上部工関係（３）                    

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   T7217   ＣＴ形鋼　ＳＳ４００；形式共通          

一般用　高75以下 　W:175-250 　　　　   
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7218   ＣＴ形鋼　ＳＳ４００；形式共通          
一般用　高75-125　 W:175-250            

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

   T7219   ＣＴ形鋼　ＳＳ４００；形式共通          
一般用　高150以上　W:175-250            

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

   T7220   溝形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　
中型　１００㎜　　　；形式共通　　　　　

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

   T7221   溝形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　
大型１２５ー１５０㎜；形式共通　　　　　

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

   T7222   溝形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　
大型１８０－２００㎜；形式共通　　　　　

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

   T7223   溝形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　
大型　２５０㎜　　　；形式共通　　　　　

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

   T7224   溝形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　
大型３００－３８０㎜；形式共通　　　　　

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

   T7350   溝形鋼　　　ＳＭＡ４００ＡＷ            
中型　１００㎜　　　　；形式共通        

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

   T7351   溝形鋼　　　ＳＭＡ４００ＡＷ            
大型　１２５－１５０　；形式共通        

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

   T7352   溝形鋼　　　ＳＭＡ４００ＡＷ            
大型　１８０－２００　；形式共通        

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

   T7353   溝形鋼　　　ＳＭＡ４００ＡＷ            
大型　２５０　　　　　；形式共通        

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

   T7354   溝形鋼　　　ＳＭＡ４００ＡＷ            
大型　３００－３８０　；形式共通        

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

   T7225   Ｈ形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　
（200×100）　　　　；形式共通          

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

   T7226   Ｈ形鋼　ＳＭ４９０ＹＡ　　　　　　　　　
フランジ厚　２５以下（ベース）；形式共通

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

   T7227   Ｈ形鋼　ＳＭ４９０ＹＢ　　　　　　　　　
フランジ厚　２５以下（ベース）；形式共通

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

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 152橋梁上部工関係（３）                    

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   T7228   Ｉ形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　

高　２００　以下　　；形式共通　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7229   Ｉ形鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　
高　２５０　以下　　；形式共通　　　　　

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

   T7358   Ｉ形鋼　　　ＳＭＡ４００ＡＷ            
高　　２００以下　　　；形式共通        

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

   T7359   Ｉ形鋼　　　ＳＭＡ４００ＡＷ            
高　　２５０以上　　　；形式共通        

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

   T7236   軽量形鋼　ＳＳＣ４００　　　　　　　　　
軽溝形鋼　　　　　　；形式共通　　　　　

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

   T7237   軽量形鋼　ＳＳＣ４００　　　　　　　　　
リツプ　溝形鋼　　　；形式共通　　　　　

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

   T7238   デッキプレート　　　　　　　　　　　　　
ＳＤＰ１ｔ＝1.２㎜　；形式共通　　　　　

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

   T7239   デッキプレート　　　　　　　　　　　　　
ＳＤＰ１ｔ＝1.６㎜　；形式共通　　　　　

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

   T7240   キーストンプレート　　　　　　　　　　　
　　　　ｔ＝1.２㎜　；形式共通　　　　　

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

   T7241   ガス管　ＳＧＰ　　　　　　　　　　　　　
径１２５　以下　　　；形式共通　　　　　

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

   T7243   構造用鋼管　ＳＴＫ４００　　　　　　　　
径４2.７－８９．１　；形式共通　　　　　

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

   T7244   構造用鋼管　ＳＴＫ４００　　　　　　　　
径１０1.６－１３9.８；形式共通　　　　　

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

   T7245   構造用鋼管　ＳＴＫ４００　　　　　　　　
径１６5.２　　　　　；形式共通　　　　　

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

   T7246   構造用鋼管　ＳＴＫ４００　　　　　　　　
径１９0.７－３１8.５；形式共通　　　　　

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

   T7280   構造用鋼管　ＳＴＫ４９０　　　　　　　　
径１６5.２ー３１8.５　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 153橋梁上部工関係（３）                    

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   T7247   角形鋼菅　ＳＴＫＲ４００　　　　　　　　

１００×１００以下　；形式共通　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7248   角形鋼菅　ＳＴＫＲ４００　　　　　　　　
１２５×１２５　　　；形式共通　　　　　

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

   T7249   角形鋼菅　ＳＴＫＲ４００　　　　　　　　
１５０×１５０　　　；形式共通　　　　　

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

   T7250   角形鋼菅　ＳＴＫＲ４００　　　　　　　　
２００×２００　　　；形式共通　　　　　

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

   T7253   平鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　
ＦＢ　厚　4.５㎜以下；形式共通　　　　　

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

   T7254   平鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　
ＦＢ　厚　6.０㎜以上；形式共通　　　　　

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

   T7255   角鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　
１６－２５　　　　　；形式共通　　　　　

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

   T7256   角鋼　ＳＳ４００　　　　　　　　　　　　
２８－３８　　　　　；形式共通　　　　　

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

   T7261   ＨＴボルト　　　　　　　　　　　　　　　
Ｆ１０Ｔ　Ｍ１６　　；形式共通　　　　　

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

   T7262   ＨＴボルト　　　　　　　　　　　　　　　
Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０　　；形式共通　　　　　

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

   T7263   ＨＴボルト　　　　　　　　　　　　　　　
Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２　　；形式共通　　　　　

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

   T7200   トルシア高力ボルト　　　　　　　　　　　
Ｓ１０ＴＭ１６　　　　　　　　　　　　　

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

   T7201   トルシア高力ボルト　　　　　　　　　　　
Ｓ１０ＴＭ２０　　　　　　　　　　　　　

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

   T7202   トルシア高力ボルト　　　　　　　　　　　
Ｓ１０ＴＭ２２　　　　　　　　　　　　　

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

   T7205   耐候性高力トルシアボルト　　　　　　　　
Ｓ１０ＴＷＭ２２　　　　　　　　　　　　

    ｔ        380,000     380,000     380,000     380,000     380,000     380,000

   T7208   耐候性ＨＴＢ　　　　　　　　　　　　　　
Ｆ１０ＴＷＭ２２　　　　　　　　　　　　

    ｔ        400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     400,000

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 154橋梁上部工関係（３）                    

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01

　〔鋼　　材〕                          

   T7271   縞鋼板 無規格 厚3.2mm(ｶﾞｰﾀ)；形式共通   
エキストラ・割増・スクラップ控除込み    

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

   T7274   縞鋼板 無規格 厚4.5-6mm(ｶﾞｰﾀ)；形式共通 
エキストラ・割増・スクラップ控除込み    

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

   T7277   縞鋼板 無規格 厚9.0mm(ｶﾞｰﾀ)；形式共通   
エキストラ・割増・スクラップ控除込み    

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

   TA702   しま鋼板                                
ｔ＝３．２                              

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

   TA704   しま鋼板                                
ｔ＝４．５　　　　　　　　　　　　　　　

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

   TA708   しま鋼板　　　　　　　　　　　　　　　　
ｔ＝９．０　　　　　　　　　　　　　　　

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

   T7281   ステンレス鋼　　　　　　　　　　　　　　
ＳＵＳ　３０４　　　　　　　　　　　　　

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

　〔耐候性鋼材〕                        
　　(ｴｷｽﾄﾗ・割増・ｽｸﾗｯﾌﾟ控除込み）      

   T7290   中鋼板　ＳＭＡ４００ＢＷ　　　　　　　　
７㎜未満（ガーター形式）　　　　　　　　

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

   T7291   厚鋼板　ＳＭＡ４００ＡＷ　　　　　　　　
８≦Ｔ≦２５㎜（ガーター形式）　　　　　

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

   T7292   厚鋼板　ＳＭＡ４００ＢＷ　　　　　　　　
２５＜Ｔ≦３８㎜（ガーター形式）　　　　

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

   T7284   厚鋼板　ＳＭＡ４００ＢＷ　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦４０㎜　（ガーター形式）　　　

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

   T7293   厚鋼板　ＳＭＡ４００ＣＷ　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦５０㎜（ガーター形式）　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 155橋梁上部工関係（３）                    

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   T7294   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＡＷ　　　　　　　　

８≦Ｔ≦１６㎜（ガーター形式）　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7295   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＢＷ　　　　　　　　
１６＜Ｔ≦２５㎜　（ガーター）　　　　　

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

   T7296   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＢＷ　　　　　　　　
２５＜Ｔ≦３８㎜　（ガーター）　　　　　

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

   T7285   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＢＷ　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦４０㎜　（ガーター）　　　　　

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

   T7297   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＣＷ　　　　　　　　
２５＜Ｔ≦３８㎜　（ガーター）　　　　　

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

   T7298   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＣＷ　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦５０㎜　（ガーター）　　　　　

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

   T7299   厚鋼板　ＳＭＡ５７０Ｗ　　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦５０㎜（ガーター）　　　　　　

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

   T7300   中鋼板　ＳＭＡ４００ＡＷ　　　　　　　　
７㎜未満（ボックス形式）　　　　　　　　

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

   T7301   厚鋼板　ＳＭＡ４００ＡＷ　　　　　　　　
８≦Ｔ≦２５㎜（ボックス形式）　　　　　

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

   T7302   厚鋼板　ＳＭＡ４００ＢＷ　　　　　　　　
２５＜Ｔ≦３８㎜（ボックス形式）　　　　

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

   T7286   厚鋼板　ＳＭＡ４００ＢＷ　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦４０㎜　（ボックス）　　　　　

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

   T7303   厚鋼板　ＳＭＡ４００ＣＷ　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦５０㎜（ボックス形式）　　　　

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

   T7304   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＡＷ　　　　　　　　
８≦Ｔ≦１６㎜（ボックス形式）　　　　　

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

   T7305   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＢＷ　　　　　　　　
１６＜Ｔ≦２５㎜　（ボックス）　　　　　

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

   T7306   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＢＷ　　　　　　　　
２５＜Ｔ≦３８㎜　（ボックス）　　　　　

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

   T7287   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＢＷ　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦４０㎜　（ボックス）　　　　　

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

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁
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重量（ｔ）
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   T7307   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＣＷ　　　　　　　　

２５＜Ｔ≦３８㎜　（ボックス）　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T7308   厚鋼板　ＳＭＡ４９０ＣＷ　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦５０㎜　（ボックス）　　　　　

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

   T7309   厚鋼板　ＳＭＡ５７０Ｗ　　　　　　　　　
３８＜Ｔ≦５０㎜　（ボックス）　　　　　

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

   T7347   ＣＴ形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ；形式共通    
一般用　高75以下　 W:175-250            

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

   T7348   ＣＴ形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ；形式共通    
一般用　高75-125   W:175-250            

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

   T7349   ＣＴ形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ；形式共通    
一般用　高150以上  W:175-250            

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

   T7355   Ｈ形鋼　ＳＭＡ４００ＡＷ　　　　　　　　
ｔ＝３８㎜　以下　　；型式共通　　　　　

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

   T7356   Ｈ形鋼　ＳＭＡ４００ＢＷ　　　　　　　　
ｔ＝２５㎜　以下　　；型式共通　　　　　

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

   T7357   Ｈ形鋼　ＳＭＡ４００ＢＷ　　　　　　　　
ｔ２５－３８㎜　　　；型式共通　　　　　

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

   KB550   円形空洞型枠（鋼製）　　　　　　　　　　
Ｄ６００　Ｔ＝０．６　　　　　　　　　　

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

   KB570   円形空洞型枠（鋼製）　　　　　　　　　　
Ｄ７００　Ｔ＝０．６　　　　　　　　　　

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

   KB590   円形空洞型枠（鋼製）　　　　　　　　　　
Ｄ８００　Ｔ＝０．８　　　　　　　　　　

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

   KB600   円形空洞型枠（鋼製）　　　　　　　　　　
Ｄ８５０　Ｔ＝０．８　　　　　　　　　　

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

   KB610   円形空洞型枠（鋼製）　　　　　　　　　　
Ｄ９００　Ｔ＝１．０　　　　　　　　　　

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

   KB630   円形空洞型枠（鋼製）　　　　　　　　　　
Ｄ１０００　Ｔ＝１．０　　　　　　　　　

    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 169砂防関係（３）                          

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   TS312   シャンクロッド　　　　　　　　　　　　　

径９０㎜用　　　　　　　　　　　　　　　
    個    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TS314   シャンクロッド　　　　　　　　　　　　　
径１１５㎜用　　　　　　　　　　　　　　

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

   TS316   シャンクロッド　　　　　　　　　　　　　
径１３５㎜用　　　　　　　　　　　　　　

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

   TS322   クリーニングアダプタ　　　　　　　　　　
径９０㎜用　　　　　　　　　　　　　　　

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

   TS324   クリーニングアダプタ　　　　　　　　　　
径１１５㎜用　　　　　　　　　　　　　　

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

   TS326   クリーニングアダプタ　　　　　　　　　　
径１３５㎜用　　　　　　　　　　　　　　

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

   TSA32   ケーシング　　　　　　　　　　　　　　　
径７３㎜　　Ｌ＝１ｍ　　　　　　　　　　

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

   TSA33   ケーシング　　　　　　　　　　　　　　　
径８３㎜　　Ｌ＝１ｍ　　　　　　　　　　

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

   TSA34   ケーシング　　　　　　　　　　　　　　　
径９７㎜　　Ｌ＝１ｍ　　　　　　　　　　

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

   TSA35   ケーシング　　　　　　　　　　　　　　　
径１１２㎜　　Ｌ＝１ｍ　　　　　　　　　

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

   TSA36   ケーシング　　　　　　　　　　　　　　　
径１２７㎜　　Ｌ＝１ｍ　　　　　　　　　

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

   TSA37   ケーシング　　　　　　　　　　　　　　　
径１４２㎜　　Ｌ＝１ｍ　　　　　　　　　

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

 TW481GSD  ロッド　　　　　　　　　　　　　　　　　
 φ７３　　Ｌ＝1.５ｍ　　　　　　　　　　

    本         40,300      40,300      40,300      40,300      40,300      40,300

 TW482GSD  ロッド　　　　　　　　　　　　　　　　　
 φ８8.９　Ｌ＝1.５ｍ　　　　　　　　　　

    本         44,100      44,100      44,100      44,100      44,100      44,100

 TW489GSD  レジューサ　　　　　　　　　　　　　　　
 φ７３×７３　　　　　　　　　　　　　　

    個         32,000      32,000      32,000      32,000      32,000      32,000

 TW490GSD  レジューサ　　　　　　　　　　　　　　　
 φ９０×９３　　　　　　　　　　　　　　

    個         40,800      40,800      40,800      40,800      40,800      40,800

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 170砂防関係（３）                          

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
 TW491GSD  スイーベル　　　　　　　　　　　　　　　

 φ２５×５０　　　　　　　　　　　　　　
    個         52,800      52,800      52,800      52,800      52,800      52,800

 TW492GSD  スイーベル　　　　　　　　　　　　　　　
 φ３８×６０　　　　　　　　　　　　　　

    個        116,000     116,000     116,000     116,000     116,000     116,000

 TW495GSD  ロッド　（集水Ｂｏ用）　　　　　　　　　
 φ４0.５　Ｌ＝３ｍ　　　　　　　　　　　

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

 TW496GSD  ロッド　（集水Ｂｏ用）　　　　　　　　　
 φ４0.５　Ｌ＝１ｍ　　　　　　　　　　　

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

   T5241   ゲージプロテクター　径４６㎜用　　　　　
 ；１００Ｌ用　φ２５㎜　　　　　　　　　

    個         11,100      11,100      11,100      11,100      11,100      11,100

   T5243   コック　　　径４６㎜用　　　　　　　　　
鋳物製　　　　　　　　　　　　　　　　　

    個          4,420       4,420       4,420       4,420       4,420       4,420

   T5246   締付ジャッキ　径４６㎜用　　　　　　　　
二重管式エキスパンション　　　　　　　　

    組         49,200      49,200      49,200      49,200      49,200      49,200

   T5250   パッカーラバー　径４６㎜用　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    個         56,000      56,000      56,000      56,000      56,000      56,000

   T5251   標本箱　　径４６㎜用　　　　　　　　　　
ふた付木製１ｍ×５本入り　　　　　　　　

    箱          2,470       2,470       2,470       2,470       2,470       2,470
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単 価
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   又は　

重量（ｔ）
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03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   TB336   ワイヤーロープ　４号品（６×２４）　　　

Ａ種　径６㎜　　　　　　　　　　　　　　
    ｍ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   TB342   ワイヤーロープ　４号品（６×２４）　　　
Ａ種　径１２㎜　　　　　　　　　　　　　

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

   TB350   ワイヤーロープ　４号品（６×２４）　　　
Ａ種　径２０㎜　　　　　　　　　　　　　

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

   T5101   ワイヤーロープ　　　　　　　　　　　　　
；径１０　　　　　　　　　　　　　　　　

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

   T5105   ワイヤーロープ　　　　　　　　　　　　　
；径２４　　　　　　　　　　　　　　　　

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

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

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

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 172仮設工関係（２）                        

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   T5400   金網（仮設防護柵）　　　　　　　　　　　

；１０＃　網目４０㎜　　　　　　　　　　
    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   T5401   金網（落石防護用）　　　　　　　　　　　
；８＃　網目５０　　　　　　　　　　　　

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

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

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

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

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

   T5405   ポリエチレンネット（土砂用）　　　　　　
；網目３7.５                            

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

   T5406   Ｈ型鋼（仮設防護柵）　　　　　　　　　　
；２００×２００×８×１２　　　　　　　

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

   T5407   山形鋼（仮設防護柵）　　　　　　　　　　
；７５×７５×６　　　　　　　　　　　　

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

   T5414   マニラロープ　　　　　　　　　　　　　　
；下級　　　径１０㎜　　　　　　　　　　

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

令和３年度　実施設計単価表（４月版）　長野県建設部　　

-85-

○

○



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 177建設用仮設材賃料損料                    

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   KA304   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－４００　　　　　　　　

１７２㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　
  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA306   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－４００　　　　　　　　
１７２㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　

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

   KA308   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－４００　　　　　　　　
１７２㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　

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

   KA322   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－５９４×３０２　　　　
１７０㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　　

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

   KA324   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－５９４×３０２　　　　
１７０㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　

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

   KA326   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－５９４×３０２　　　　
１７０㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　

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

   KA328   Ｈ形鋼　賃料　Ｈ－５９４×３０２　　　　
１７０㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　

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

   KA352   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－２００　中古　　　　　　　　　　　　

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

   KA354   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－２５０　中古　　　　　　　　　　　　

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

   KA356   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－３００　中古　　　　　　　　　　　　

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

   KA358   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－３５０　中古　　　　　　　　　　　　

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

   KA360   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－４００　中古　　　　　　　　　　　　

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

   KA362   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－５９４×３０２　中古　　　　　　　　

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

   KA364   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－２００　新品　　　　　　　　　　　　

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

   KA366   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－２５０　新品　　　　　　　　　　　　

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

   KA368   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－３００　新品　　　　　　　　　　　　

    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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単 価
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   KA370   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　

Ｈ－３５０　新品　　　　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA372   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－４００　新品　　　　　　　　　　　　

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

   KA374   Ｈ形鋼　不足分弁償金　　　　　　　　　　
Ｈ－５９４×３０２　新品　　　　　　　　

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

   KA384   Ｈ形鋼（山留主部材）購入価格            
Ｈ－２５０［８０ｋｇ／ｍ］              

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

   KA386   Ｈ形鋼（山留主部材）購入価格            
Ｈ－３００［１００ｋｇ／ｍ］            

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

   KA388   Ｈ形鋼（山留主部材）購入価格            
Ｈ－３５０［１５０ｋｇ／ｍ］            

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

   KA390   Ｈ形鋼（山留主部材）購入価格            
Ｈ－４００［２００ｋｇ／ｍ］            

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

   KA392   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－２５０　
８０㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　　　

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

   KA394   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－２５０　
８０㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　　

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

   KA396   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－２５０　
８０㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　　

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

   KA398   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－２５０　
８０㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　　

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

   KA400   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－２５０　
８０㎏／ｍ　　；７２１～１０８０日　　　

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

   KA412   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３００　
１００㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　　

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

   KA414   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３００　
１００㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　

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

   KA416   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３００　
１００㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　

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

   KA418   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３００　
１００㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　

  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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   KA420   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３００　

１００㎏／ｍ　　；７２１～１０８０日　　
  ｔ・日  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA432   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３５０　
１５０㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　　

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

   KA434   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３５０　
１５０㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　

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

   KA436   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３５０　
１５０㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　

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

   KA438   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３５０　
１５０㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　

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

   KA440   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－３５０　
１５０㎏／ｍ　　；７２１～１０８０日　　

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

   KA452   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－４００　
２００㎏／ｍ　　；１～９０日　　　　　　

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

   KA454   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－４００　
２００㎏／ｍ　　；９１～１８０日　　　　

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

   KA456   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－４００　
２００㎏／ｍ　　；１８１～３６０日　　　

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

   KA458   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－４００　
２００㎏／ｍ　　；３６１～７２０日　　　

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

   KA460   Ｈ形鋼（山留主部材）　賃料　Ｈ－４００　
２００㎏／ｍ　　；７２１～１０８０日　　

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

   KA490   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
Ｈ－２５０　新品　　　　　　　　　　　　

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

   KA482   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
Ｈ－２５０　中古　　　　　　　　　　　　

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

   KA492   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
Ｈ－３００　新品　　　　　　　　　　　　

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

   KA484   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
Ｈ－３００　中古　　　　　　　　　　　　

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

   KA494   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
Ｈ－３５０　新品　　　　　　　　　　　　

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

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 180建設用仮設材賃料損料                    

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   KA486   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　

Ｈ－３５０　中古　　　　　　　　　　　　
    ｔ    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA496   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
Ｈ－４００　新品　　　　　　　　　　　　

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

   KA488   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
Ｈ－４００　中古　　　　　　　　　　　　

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

   KA498   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
部品　新品　　　　　　　　　　　　　　　

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

   KA499   Ｈ形鋼（山留主部材）　不足分弁償金　　　
部品　中古　　　　　　　　　　　　　　　

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

   KA622   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製　；１～３箇月　　　　　　　　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA624   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製　；４～６箇月　　　　　　　　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA626   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製　；７～１２箇月　　　　　　　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA628   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製　；１３～２４箇月　　　　　　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA630   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製　；２５～３６箇月　　　　　　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA642   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製すべり止め　；１～３箇月　　　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA644   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製すべり止め　；４～６箇月　　　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA646   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製すべり止め　；７～１２箇月　　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA648   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製すべり止め　；１３～２４箇月　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA650   覆工板（従来型）　賃料　　　　　　　　　
鋼製すべり止め　；２５～３６箇月　　　　

  ㎡・月  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KA772   覆工板（従来型）　不足分弁償金　　　　　
鋼製　中古　　　　　　　　　　　　　　　

    ㎡    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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   KAH56   敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費　　　　　

１５２４×３０４８　　　　　　　　　　　
    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAH58   敷鉄板（鋼板・厚２２）　整備費　　　　　
１５２４×６０９６　　　　　　　　　　　

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

   KAH60   敷鉄板（鋼板・厚２５）　整備費　　　　　
９１４×１８２９　　　　　　　　　　　　

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

   KAH62   敷鉄板（鋼板・厚２５）　整備費　　　　　
１２１９×２４３８　　　　　　　　　　　

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

   KAH64   敷鉄板（鋼板・厚２５）　整備費　　　　　
１５２４×３０４８　　　　　　　　　　　

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

   KAH66   敷鉄板（鋼板・厚２５）　整備費　　　　　
１５２４×６０９６　　　　　　　　　　　

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

   KAH76   敷鉄板（鋼板・厚２２）　不足分弁償金　　
９１４×１８２９　　　　　　　　　　　　

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

   KAH78   敷鉄板（鋼板・厚２２）　不足分弁償金　　
１２１９×２４３８　　　　　　　　　　　

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

   KAH80   敷鉄板（鋼板・厚２２）　不足分弁償金　　
１５２４×３０４８　　　　　　　　　　　

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

   KAH82   敷鉄板（鋼板・厚２２）　不足分弁償金　　
１５２４×６０９６　　　　　　　　　　　

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

   KAH84   敷鉄板（鋼板・厚２５）　不足分弁償金　　
９１４×１８２９　　　　　　　　　　　　

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

   KAH86   敷鉄板（鋼板・厚２５）　不足分弁償金　　
１２１９×２４３８　　　　　　　　　　　

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

   KAH88   敷鉄板（鋼板・厚２５）　不足分弁償金　　
１５２４×３０４８　　　　　　　　　　　

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

   KAH90   敷鉄板（鋼板・厚２５）　不足分弁償金　　
１５２４×６０９６　　　　　　　　　　　

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

   KAJ01   敷鉄板（鋼板・厚２２）　購入価格        
９１４×１８２９                        

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

   KAJ03   敷鉄板（鋼板・厚２２）　購入価格        
１２１９×２４３８                      

    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 
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   KAJ05   敷鉄板（鋼板・厚２２）　購入価格        

１５２４×３０４８                      
    枚    刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   KAJ07   敷鉄板（鋼板・厚２２）　購入価格        
１５２４×６０９６                      

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

   KAJ11   敷鉄板（鋼板・厚２５）　購入価格        
９１４×１８２９                        

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

   KAJ13   敷鉄板（鋼板・厚２５）　購入価格        
１２１９×２４３８                      

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

   KAJ15   敷鉄板（鋼板・厚２５）　購入価格        
１５２４×３０４８                      

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

   KAJ17   敷鉄板（鋼板・厚２５）　購入価格        
１５２４×６０９６                      

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

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

    ｔ            750         750         750         750         750         750

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

    ｔ            750         750         750         750         750         750

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

    ｔ            750         750         750         750         750         750

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

    ｔ            750         750         750         750         750         750

   K0001   木矢板損料　　　　　　　　　　　　　　　
（ｔ＝３～4.５㎝　Ｌ＝２ｍ）　　　　　　

   ｍ３   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0002   木矢板損料　　　　　　　　　　　　　　　
（ｔ＝３～4.５㎝　Ｌ＝４ｍ）　　　　　　

   ｍ３   刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

令和３年度　実施設計単価表（４月版）　長野県建設部　　

-92-

○

○



単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 187建設用仮設材賃料損料                    

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01
   K0801   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深1.５  

幅3.０未満　重量　9.０　ｔ　　　　　　　
  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0803   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深2.０  
幅3.０未満　重量　１2.０ｔ　　　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0805   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深2.５  
幅3.０未満　重量　１4.６ｔ　　　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0807   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深3.０  
幅3.０未満　重量　１8.４ｔ　　　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0809   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深3.５  
幅3.０未満　重量　２3.０ｔ　　　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0811   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深4.０  
幅3.０未満　重量　３2.７ｔ　　　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0813   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深4.５  
幅3.０未満　重量　３8.３ｔ　　　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0815   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深5.０  
幅3.０未満　重量　４6.５ｔ　　　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0817   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深5.５  
幅3.０未満　重量　５2.６ｔ　　　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0819   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深6.０  
幅3.０未満　重量　５8.５ｔ　　　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0810   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深3.５  
幅3.０～4.７未満　重量２4.８ｔ　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0812   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深4.０  
幅3.０～4.７未満　重量３4.６ｔ　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0814   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深4.５  
幅3.０～4.７未満　重量４0.８ｔ　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0816   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深5.０  
幅3.０～4.７未満　重量４7.８ｔ　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0818   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深5.５  
幅3.０～4.７未満　重量５6.３ｔ　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0820   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深6.０  
幅3.０～4.７未満　重量６2.２ｔ　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

単価コード 名  称  ・ 規  格 　単　位　
単 価

頁

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

 賃金比　 
   又は　

重量（ｔ）

 188建設用仮設材賃料損料                    

                                        

03 09 01 03 08 01 03 07 01 03 06 01 03 05 01 03 04 01

   K0800   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深1.５  
幅3.０未満　重量（4.６）ｔ　　　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0802   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深2.０  
幅3.０未満　重量（6.１）ｔ　　　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0804   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深2.５  
幅3.０未満　重量（7.４）ｔ　　　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0806   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深3.０  
幅3.０未満　重量（9.４）ｔ　　　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0808   たて込簡易土留機材賃料（片面）　深3.５  
幅3.０未満　重量（１1.７）ｔ　　　　　　

  日・㎡  刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 刊行物単価 

   K0624   ビニ－ルケ－ブル損料　　　　　　　　　　
；ＶＣＴＦ　　　　　　　　　　　　　　　

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