


種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
セメント 県統一 セメント（普通ポルトランド） バラ ｔ * 78 79
セメント 県統一 セメント（早強ポルトランド） バラ ｔ * 78 79
セメント 県統一 セメント（高炉Ｂ） バラ ｔ * 78 79
セメント 県統一 セメント（普通ポルトランド） ２５ｋｇ袋入 ｔ * 79 80
セメント 県統一 セメント（早強ポルトランド） ２５ｋｇ袋入 ｔ * 79 80
セメント 県統一 セメント（高炉Ｂ） ２５ｋｇ袋入 ｔ * 79 80
混和剤 県統一 起泡剤 アルミ粉 ｋｇ * 120
混和剤 県統一 繊維材 モルタル添加剤 ｋｇ * 200 122
混和剤 県統一 グラウト用混和剤 ＧＦ１７００ ｋｇ * 200 123
混和剤 県統一 養生マット １．０×３０ｍ×１２ ｍ２ * 379
混和剤 県統一 減水剤 ポゾリス　ＮＯ．８ ｋg * 198 118
混和剤 県統一 減水剤 ポゾリス　ＮＯ．７５ ｋg * 198 118
混和剤 県統一 ＡＥ剤 比重　１．０２ ｋg * 198 118
混和剤 県統一 養生材 養生マット　ｔ＝１０ｍｍ ｍ２ * 202 379
混和剤 県統一 養生材 養生マット　ｔ＝５ｍｍ ｍ２ * 202 379
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径300㎜　L=7m　φ300㎜×t60㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径300㎜　L=8m　φ300㎜×t60㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径300㎜　L=9m　φ300㎜×t60㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径300㎜　L=10m　φ300㎜×t60㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径300㎜　L=11m　φ300㎜×t60㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径300㎜　L=12m　φ300㎜×t60㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径300㎜　L=13m　φ300㎜×t60㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径350㎜　L=7m　φ350㎜×t60㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径350㎜　L=8m　φ350㎜×t60㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径350㎜　L=9m　φ350㎜×t60㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径350㎜　L=10m　φ350㎜×t60㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径350㎜　L=11m　φ350㎜×t60㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径350㎜　L=12m　φ350㎜×t60㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径350㎜　L=13m　φ350㎜×t60㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径400㎜　L=7m　φ400㎜×t65㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径400㎜　L=8m　φ400㎜×t65㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径400㎜　L=9m　φ400㎜×t65㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径400㎜　L=10m　φ400㎜×t65㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径400㎜　L=11m　φ400㎜×t65㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径400㎜　L=12m　φ400㎜×t65㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径400㎜　L=13m　φ400㎜×t65㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径400㎜　L=14m　φ400㎜×t65㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径400㎜　L=15m　φ400㎜×t65㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径450㎜　L=7m　φ450㎜×t70㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径450㎜　L=8m　φ450㎜×t70㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径450㎜　L=9m　φ450㎜×t70㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径450㎜　L=10m　φ450㎜×t70㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径450㎜　L=11m　φ450㎜×t70㎜ 本 * 205 139
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ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径450㎜　L=12m　φ450㎜×t70㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径450㎜　L=13m　φ450㎜×t70㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径450㎜　L=14m　φ450㎜×t70㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径450㎜　L=15m　φ450㎜×t70㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径500㎜　L=7m　φ500㎜×t80㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径500㎜　L=8m　φ500㎜×t80㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径500㎜　L=9m　φ500㎜×t80㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径500㎜　L=10m　φ500㎜×t80㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径500㎜　L=11m　φ500㎜×t80㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径500㎜　L=12m　φ500㎜×t80㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径500㎜　L=13m　φ500㎜×t80㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径500㎜　L=14m　φ500㎜×t80㎜ 本 * 205 139
ＰＣ・ＰＨＣパイル 県統一 ＰＣ・ＰＨＣ杭（Ａ種） 径500㎜　L=15m　φ500㎜×t80㎜ 本 * 205 139
コンクリートブロック 県統一 平ブロック 控１２０ 個 * 494 368
コンクリートブロック 県統一 平ブロック 控１２０ ｍ２ * 494 368
コンクリートブロック 県統一 積ブロック 400×250×350(10.0ｹ/㎡)　胴込0.22ｍ3/㎡ ｍ２ * 488 365
コンクリートブロック 県統一 積ブロック ４００×２５０×３５０　35.0㎏/以上 個 * 488 365
コンクリートブロック 県統一 平張ブロック w500×500×T100(4.0ｹ/㎡) ｍ２ * 494 368
コンクリートブロック 県統一 平張ブロック ５００×５００×１００ 個 * 494 368
コンクリートブロック 県統一 平張ブロック W500×500×T120(4.0ｹ/㎡) ｍ２ * 494 368
コンクリートブロック 県統一 平張ブロック ５００×５００×１２０ 個 * 494 368
コンクリートブロック 県統一 法枠ブロック　70㎏/本 円弧18型792×382×180 本 * 371
境界ブロック 県統一 歩車道境界ブロック Ａ 上幅15㎝/下幅17Cm×高20㎝×長60㎝ 44㎏/個 個 * 364 252
境界ブロック 県統一 歩車道境界ブロック Ｂ　１８／２０．５×２５×６０　66㎏/個 個 * 364 252
境界ブロック 県統一 歩車道境界ブロック Ｃ　１８／２１×３０×６０　81㎏/個 個 * 364 252
境界ブロック 県統一 地先境界ブロック Ａ　１２×１２×６０　20㎏/個 個 * 364 252
境界ブロック 県統一 地先境界ブロック Ｂ　１５×１２×６０　25㎏/個 個 * 364 252
境界ブロック 県統一 地先境界ブロック Ｃ　１５×１５×６０　31㎏/個 個 * 364 252
境界ブロック 県統一 コンクリート境界杭 １２０×１２０×１０００ｍｍ　35㎏/本 本 * 363 271
境界ブロック 県統一 歩車道境界ブロック （切下型） 切下げ斜め型Ａ型用　　26㎏/個 個 980
境界ブロック 県統一 歩車道境界ブロック （切下型） 切下げ斜め型Ｂ型用　58㎏/個 個 1340
境界ブロック 県統一 歩車道境界ブロック （切下型） 切下げ斜め型Ｃ型用　60㎏/個 個 1610
境界ブロック 県統一 歩車道境界ブロック （切下型） 切下げ平型Ａ型　15㎏/個 個 980
境界ブロック 県統一 歩車道境界ブロック （切下型） 切下げ平型Ｂ型　25㎏/個 個 1340
境界ブロック 県統一 歩車道境界ブロック （切下型） 切下げ平型Ｃ型　40㎏/個 個 1610
境界ブロック 県統一 歩車道境界ブロック （両面Ｒ） Ｃ－１８０／２４０×３００×１０００ 143㎏/個 個 3330
境界ブロック 県統一 歩車道境界ブロック （両面Ｒ） Ｃ－１８０／２４０×３００×２０００ 285㎏/個 個 5560
境界ブロック 県統一 歩車道境界ブロック(切下型) C-180/240×300×2,000 個 6120
境界ブロック 県統一 根巻ブロック 用地境界杭用　　３００×３００×２５０　50㎏/個 個 1680
境界ブロック 県統一 根巻ブロック ガードパイプ用３００×３００×４００　60㎏/個 個 2200
鉄筋コンクリートＬ型 県統一 鉄筋コンクリートＬ形 ２５０B ４５０×１５５×６００ 個 * 364 252
鉄筋コンクリートＬ型 県統一 鉄筋コンクリートＬ形 ３００  ５００×１５５×６００ 個 * 364 252
鉄筋コンクリートＬ型 県統一 鉄筋コンクリートＬ形 ３５０  ５５０×１５５×６００ 個 * 364 252
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鉄筋コンクリートＬ型 県統一 鉄筋コンクリートＬ形 ２５０A ３５０×１５５×６００ 個 * 364 999
鉄筋コンクリートＬ型 県統一 歩道用平板ブロック ３００×３００×６０　13㎏/枚 枚 * 364 252
鉄筋コンクリートＬ型 県統一 インターロッキングブロック ブロック厚６ｃｍ　標準品 ｍ２ * 401 268
鉄筋コンクリートＬ型 県統一 インターロッキングブロック ブロック厚８ｃｍ　標準品 ｍ２ * 401 268
鉄筋コンクリートＬ型 県統一 誘導（点字）ブロック ３００×３００×６０　平板 個 * 402 779
鉄筋コンクリートＬ型 県統一 特殊Ｌ型側溝 ２７５－６５０×２７５×６００ 117㎏/個 個 * 256
鉄筋コンクリートＬ型 県統一 特殊Ｌ型側溝 ３３０－６５０×３３０×５００ 142㎏/個 個 * 256
鉄筋コンクリートＬ型 県統一 特殊Ｌ型側溝 ３８０－６５０×３８０×５００ 152㎏/個 個 4410
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 Ｕ形用蓋（２種） １５０　２１×９×６０　26㎏/個 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 Ｕ形用蓋（２種） １８０　２５×９×６０　31㎏/個 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 鉄筋コンクリートＵ形 ２４０　２４０×２４０×６００ 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 鉄筋コンクリートＵ形 ３００A ３００×２４０×６００ 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 鉄筋コンクリートＵ形 ３００B ３００×３００×６００ 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 鉄筋コンクリートＵ形 ３００C ３００×３６０×６００ 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 鉄筋コンクリートＵ形 ３６０A ３６０×３００×６００ 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 鉄筋コンクリートＵ形 ３６０B ３６０×３６０×６００ 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 鉄筋コンクリートＵ形 ４５０　４５０×４５０×６００ 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 鉄筋コンクリートＵ形 ６００　６００×６００×６００ 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 Ｕ形用蓋（１種） ２４０　３３×４．５×６０　20㎏/個 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 Ｕ形用蓋（１種） ３００　４０×６×６０　32㎏/個 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 Ｕ形用蓋（１種） ３６０　４６×６．５×６０　41㎏/個 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 Ｕ形用蓋（１種） ４５０　５６×７×６０　54㎏/個 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 Ｕ形用蓋（１種） ６００　７４×７．５×６０　77㎏/個 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 Ｕ形用蓋（２種） ２４０　３３×１０×６０　44㎏/個 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 Ｕ形用蓋（２種） ３００　４０×１０×６０　54㎏/個 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 Ｕ形用蓋（２種） ３６０　４６×１０×６０　63㎏/個 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 Ｕ形用蓋（２種） ４５０　５６×１２×６０　92㎏/個 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格) 県統一 Ｕ形用蓋（２種） ６００　７４×１５×６０　153㎏/個 個 * 364 252
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格外) 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形(JIS規格外) ２４０型－２４０×２２０×２４０ 90㎏/本 本 2410
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格外) 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形(JIS規格外) ３００Ａ型－３００×２６０×２４０ 115㎏/本 本 2810
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格外) 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形(JIS規格外) ３００Ｂ型－３００×２６０×３００ 129㎏/本 本 3260
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格外) 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形(JIS規格外) ３００Ｃ型－３００×２６０×３６０ 144㎏/本 本 3720
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格外) 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形(JIS規格外) ３６０Ａ型－３６０×３１０×３００ 147㎏/本 本 3780
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格外) 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形(JIS規格外) ３６０Ｂ型－３６０×３１０×３６０ 163㎏/本 本 4130
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格外) 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形(JIS規格外) ４５０型－４５０×４００×４５０ 218㎏/本 本 5640
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格外) 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形(JIS規格外) ６００Ｂ型－６００×５４０×６００ 340㎏/本 本 8720
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格外) 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋(JIS規格外) Ｔ－１４ ２４０型用 Ｌ＝５００ 29㎏/枚 枚 1010
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格外) 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋(JIS規格外) Ｔ－１４ ３００型用 Ｌ＝５００ 43㎏/枚 枚 1460
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格外) 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋(JIS規格外) Ｔ－１４ ３６０型用 Ｌ＝５００ 56㎏/枚 枚 1610
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格外) 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋(JIS規格外) Ｔ－１４ ４５０型用 Ｌ＝５００ 76㎏/枚 枚 2330
Ｕ型側溝・蓋(JIS規格外) 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄU形用蓋(JIS規格外) Ｔ－１４ ６００型用 Ｌ＝５００127㎏/枚 枚 3910
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 250 250×250×2000 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000 個 * 370 259
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道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×400×2000 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300C 300×500×2000 個 * 370 999
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400A 400×400×2000 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400B 400×500×2000 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500A 500×500×2000 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500B 500×600×2000 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250 250×250×2000 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B 300×400×2000 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300C 300×500×2000 個 * 370 999
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B 400×500×2000 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A 500×500×2000 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B 500×600×2000 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用側溝蓋（１種） ２５０　３６．２×９×５０　29㎏/個 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用側溝蓋（１種） ３００　４１．２×９．５×５０　33㎏/個 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用側溝蓋（１種） ４００　５１．２×１１×５０　47㎏/個 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用側溝蓋（１種） ５００　６２．２×１２．５×５０　65㎏/個 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用側溝蓋（３種） ２５０　３６．２×９×５０　38㎏/個 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用側溝蓋（３種） ３００　４１．２×９．５×５０　45㎏/個 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用側溝蓋（３種） ４００　５１．２×１１×５０　65㎏/個 個 * 370 259
道路用側溝・蓋(JIS規格) 県統一 道路用側溝蓋（３種） ５００　６２．２×１２．５×５０　91㎏/個 個 * 370 259
落蓋式Ｕ型側溝・蓋 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ形 落蓋式(JIS規格外) 240型 上幅233㎜×深160㎜×長1000㎜ 99㎏ 本 2700
落蓋式Ｕ型側溝・蓋 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ形 落蓋式(JIS規格外) ３００型　　２９０×２６５×１０００　163㎏/本 本 4040
落蓋式Ｕ型側溝・蓋 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ形 落蓋式(JIS規格外) ３６０型　　３４６×２５５×１０００　177㎏/本 本 4320
落蓋式Ｕ型側溝・蓋 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ形 落蓋式(JIS規格外) ４５０型　　４３６×３３５×１０００　242㎏/本 本 6120
落蓋式Ｕ型側溝・蓋 県統一 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄＵ形 落蓋式(JIS規格外) ６００型　　５８６×４５５×１０００　374㎏/本 本 9090
落蓋式Ｕ型側溝・蓋 県統一 落蓋式Ｕ形用蓋(T-20) (JIS規格外) Ｔ－２０ ２４０型用 Ｌ＝５００ 26㎏/枚 枚 1100
落蓋式Ｕ型側溝・蓋 県統一 落蓋式Ｕ形用蓋(T-20) (JIS規格外) Ｔ－２０ ３００型用 Ｌ＝５００ 38㎏/枚 枚 1400
落蓋式Ｕ型側溝・蓋 県統一 落蓋式Ｕ形用蓋(T-20) (JIS規格外) Ｔ－２０ ３６０型用 Ｌ＝５００ 50㎏/枚 枚 1710
落蓋式Ｕ型側溝・蓋 県統一 落蓋式Ｕ形用蓋(T-20) (JIS規格外) Ｔ－２０ ４５０型用 Ｌ＝５００ 70㎏/枚 枚 2300
落蓋式Ｕ型側溝・蓋 県統一 落蓋式Ｕ形用蓋(T-20) (JIS規格外) Ｔ－２０ ６００型用 Ｌ＝５００ 116㎏/枚 枚 3710
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝 ３００×４００×２０００　399㎏/本 本 * 372 260
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝 ３００×５００×２０００　450㎏/本 本 * 372 260
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝 ３００×６００×２０００　558㎏/本 本 * 372 260
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝 ３００×７００×２０００　618㎏/本 本 * 372 260
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝 ４００×５００×２０００　532㎏/本 本 * 372 260
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝 ４００×６００×２０００　588㎏/本 本 * 372 260
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝 ４００×７００×２０００　710㎏/本 本 * 372 260
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝 ４００×８００×２０００　775㎏/本 本 * 372 260
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝 ５００×７００×２０００　775㎏/本 本 * 372 260
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝 ５００×８００×２０００　840㎏/本 本 * 372 260
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝 ５００×９００×２０００　1032㎏/本 本 * 372 999
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自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝 ６００×８００×２０００　955㎏/本 本 * 374 260
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝 ６００×１０００×２０００　1234㎏/本 本 * 374 999
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝 ８００×８００×２０００　1279㎏/本 本 * 374 999
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝 ８００×１０００×２０００　1444㎏/本 本 * 374 999
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝蓋 ３００用　　車道用　42㎏/枚 枚 * 376 260
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝蓋 ４００用　　車道用　61㎏/枚 枚 * 376 260
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝蓋 ５００用　　車道用　84㎏/枚 枚 * 376 260
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝蓋 ６００用　　車道用　111㎏/枚 枚 * 376 260
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝蓋 ８００用　　車道用　165㎏/枚 枚 * 376 999
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝蓋 ３００用　　軽荷重用　31㎏/枚 枚 1130
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝蓋 ４００用　　軽荷重用　44㎏/枚 枚 1710
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝蓋 ５００用　　軽荷重用　57㎏/枚 枚 2520
自由勾配側溝 県統一 自由勾配側溝蓋 ６００用　　軽荷重用　74㎏/枚 枚 3370
ベンチフリューム 県統一 ベンチフリュームＩ型(Ｌ＝２ｍ) ４５０－４５×２９．５×２．００ 246㎏/本 本 * 472 999
ベンチフリューム 県統一 ベンチフリュームＩ型(Ｌ＝２ｍ) ５００－５０×３２×２．００ 301㎏/本 本 * 472 999
ベンチフリューム 県統一 ベンチフリュームＩ型(Ｌ＝２ｍ) ５５０－５５×３５．５×２．００ 352㎏/枚 本 * 472 999
ベンチフリューム 県統一 ベンチフリュームＩ型(Ｌ＝２ｍ) ６００－６０×３８×２．００ 378㎏/本 本 * 472 999
ベンチフリューム 県統一 ベンチフリュームＩ型(Ｌ＝２ｍ) ６５０－６５×４１．５×２．００ 430㎏/本 本 * 472 999
ベンチフリューム 県統一 ベンチフリュームＩ型(Ｌ＝２ｍ) ７００－７０×４４×２．００ 496㎏/本 本 * 472 999
ベンチフリューム 県統一 ベンチフリュームＩ型(Ｌ＝２ｍ) ８００－８０×４９×２．００ 584㎏/本 本 * 472 999
ベンチフリューム 県統一 ベンチフリュームＩ型(Ｌ＝２ｍ) ９００－９０×５５×２．００ 743㎏/本 本 * 472 999
ベンチフリューム 県統一 ベンチフリュームＩ型(Ｌ＝２ｍ) １０００－１００×６０×２．００ 854㎏/本 本 * 472 999
ベンチフリューム 県統一 ベンチフリュームＩ型(Ｌ＝２ｍ) ２００－２０×１５×２．００ 87㎏/本 本 * 472 999
ベンチフリューム 県統一 ベンチフリュームＩ型(Ｌ＝２ｍ) ２５０－２５×１７．５×２．００ 103㎏/本 本 * 472 999
ベンチフリューム 県統一 ベンチフリュームＩ型(Ｌ＝２ｍ) ３００－３０×２０×２．００ 133㎏/本 本 * 472 999
ベンチフリューム 県統一 ベンチフリュームＩ型(Ｌ＝２ｍ) ３５０－３５×２３．５×２．００ 175㎏/本 本 * 472 999
ベンチフリューム 県統一 ベンチフリュームＩ型(Ｌ＝２ｍ) ４００－４０×２６×２．００ 222㎏/本 本 * 472 999
透水コンクリート管 県統一 透水コンクリート管 内径φ100㎜×厚30㎜×長600㎜ 14.5㎏/本 本 * 455 304
透水コンクリート管 県統一 透水コンクリート管 φ１５０×３５×６００　23㎏/本 本 * 455 304
透水コンクリート管 県統一 透水コンクリート管 φ２００×４０×１０００　60㎏/本 本 * 455 304
透水コンクリート管 県統一 透水コンクリート管 φ２５０×４５×１０００　85㎏/本 本 * 455 304
透水コンクリート管 県統一 透水コンクリート管 φ３００×５０×１０００　110㎏/本 本 * 455 304
透水コンクリート管 県統一 透水コンクリート管 φ４００×５３×１０００　150㎏/本 本 * 455 304
透水コンクリート管 県統一 透水コンクリート管 φ５００×６３×１０００　225㎏/本 本 * 455 304
透水コンクリート管 県統一 透水コンクリート管 φ６００×７５×１０００　317㎏/本 本 * 455 304
透水コンクリート管 県統一 透水コンクリート管 φ７００×８７×１０００　430㎏/本 本 * 455 304
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1000×(内高) 800×(長さ)2000 2790㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1000×(内高)1000×(長さ)2000 3040㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1000×(内高)1500×(長さ)2000 3660㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1100×(内高)1100×(長さ)2000 3290㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1200×(内高) 800×(長さ)2000 3040㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1200×(内高)1000×(長さ)2000 3290㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1200×(内高)1200×(長さ)2000 3540㎏/個 個 * 469 316
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ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1200×(内高)1500×(長さ)2000 3910㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1300×(内高)1300×(長さ)2000 3790㎏/本 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1400×(内高)1400×(長さ)2000 4880㎏/本 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1500×(内高)1000×(長さ)2000 4430㎏/本 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1500×(内高)1200×(長さ)2000 4730㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1500×(内高)1500×(長さ)2000 5180㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1800×(内高)1500×(長さ)2000 5630㎏/本 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1800×(内高)1800×(長さ)2000 6080㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2000×(内高)1500×(長さ)2000 5930㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2000×(内高)1800×(長さ)2000 6380㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2000×(内高)2000×(長さ)2000 6680㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2200×(内高)1800×(長さ)2000 8080㎏/本 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2200×(内高)2200×(長さ)2000 8800㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2300×(内高)2000×(長さ)2000 8610㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2300×(内高)2300×(長さ)2000 9150㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2400×(内高)2000×(長さ)2000 8790㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2400×(内高)2400×(長さ)2000 9510㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2500×(内高)1500×(長さ)2000 8070㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2500×(内高)1800×(長さ)2000 8610㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2500×(内高)2000×(長さ)2000 8970㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2500×(内高)2500×(長さ)2000 11030㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2800×(内高)2000×(長さ)2000 10800㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2800×(内高)2500×(長さ)2000 11800㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)3000×(内高)1500×(長さ)2000 11900㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)3000×(内高)2000×(長さ)2000 12900㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)3000×(内高)2500×(長さ)2000 13900㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)3000×(内高)3000×(長さ)2000 16650㎏/個 個 * 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)3500×(内高)2000×(長さ)2000 17900㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)3500×(内高)2500×(長さ)2000 19150㎏/個 個 * 469 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)4000×(内高)2000×(長さ)1500 14550㎏/個 個 * 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)4000×(内高)2500×(長さ)1500 15490㎏/個 個 * 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)4500×(内高)2000×(長さ)1000 13140㎏/個 個 * 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)4500×(内高)2500×(長さ)1000 13890㎏/個 個 * 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)5000×(内高)2000×(長さ)1000 14510㎏/個 個 * 316
ボックスカルバート 県統一 ＰＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)5000×(内高)2500×(長さ)1000 15330㎏/個 個 * 316
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅) 600×(内高) 600×(長さ)2000 2000㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅) 700×(内高) 700×(長さ)2000 2260㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅) 800×(内高) 800×(長さ)2000 2520㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅) 900×(内高) 600×(長さ)2000 2390㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅) 900×(内高) 900×(長さ)2000 2780㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1000×(内高) 800×(長さ)2000 2900㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1000×(内高)1000×(長さ)2000 3160㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1000×(内高)1500×(長さ)2000 3810㎏/個 個 * 468 315
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1100×(内高)1100×(長さ)2000 3420㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1200×(内高) 800×(長さ)2000 3160㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1200×(内高)1000×(長さ)2000 3420㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1200×(内高)1200×(長さ)2000 3680㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1200×(内高)1500×(長さ)2000 4070㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1300×(内高)1300×(長さ)2000 4100㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1400×(内高)1400×(長さ)2000 4540㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1500×(内高)1000×(長さ)2000 4470㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1500×(内高)1200×(長さ)2000 4750㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1500×(内高)1500×(長さ)2000 5170㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1800×(内高)1500×(長さ)2000 6050㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)1800×(内高)1800×(長さ)2000 6500㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2000×(内高)1500×(長さ)2000 6980㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2000×(内高)1800×(長さ)2000 7460㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2000×(内高)2000×(長さ)2000 7780㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2200×(内高)1800×(長さ)1500 6570㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2200×(内高)2200×(長さ)1500 7110㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2300×(内高)2000×(長さ)1500 6990㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2300×(内高)2300×(長さ)1500 7400㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2400×(内高)2000×(長さ)1500 7530㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2400×(内高)2400×(長さ)1500 8100㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2500×(内高)1500×(長さ)1500 7340㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2500×(内高)1800×(長さ)1500 7790㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2500×(内高)2000×(長さ)1500 8090㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2500×(内高)2500×(長さ)1500 8840㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2800×(内高)2000×(長さ)1000 6290㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)2800×(内高)2500×(長さ)1000 6840㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)3000×(内高)1500×(長さ)1000 6780㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)3000×(内高)2000×(長さ)1000 7370㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)3000×(内高)2500×(長さ)1000 7970㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)3000×(内高)3000×(長さ)1000 8570㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)3500×(内高)2000×(長さ)1000 9150㎏/個 個 * 468 315
ボックスカルバート 県統一 ＲＣボックスカルバート（Ｔ－２５） (内幅)3500×(内高)2500×(長さ)1000 9780㎏/個 個 * 468 315
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ４１ ｔ * 19 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１０ ｔ * 19 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１３ ｔ * 19 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１０ ｔ * 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ１３ ｔ * 19 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ１６～２５ ｔ * 19 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５ Ｄ２９～３２ ｔ * 19 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　径９ ｔ * 22
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５　径１３ ｔ * 22
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＲ２３５ 径１６～２５ ｔ * 22
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鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３５ ｔ * 19 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ３８ ｔ * 19 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３４５　Ｄ５１ ｔ * 19 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ２９５Ａ　Ｄ１６ ｔ * 19 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ２５ ｔ * 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ２９ ｔ * 19 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ３２ ｔ * 19 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ３５ ｔ * 19 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ３８ ｔ * 19 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ３９０　Ｄ４１ ｔ * 19 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ４９０　Ｄ３５ ｔ * 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ４９０　Ｄ３８ ｔ * 20
鉄筋 県統一 鉄筋コンクリート用棒鋼 ＳＤ４９０　Ｄ４１ ｔ * 20
鋼矢板類 県統一 鋼板（厚板）　（販売） 無規格　１２≦ｔ≦２５ ｔ * 13 8
鋼矢板類 県統一 鋼矢板 ＳＹ295 Ⅱ～Ⅳ ｔ * 9 4
鋼矢板類 県統一 鋼矢板 ＳＹ２９５　Ｖ型 ｔ * 9 4
鋼矢板類 県統一 鋼矢板 ＳＹＷ２９５ ｔ * 9 4
鋼矢板類 県統一 鋼矢板 ＳＹＷ２９５　Ｖ型 ｔ * 9 4
鋼矢板類 県統一 鋼矢板 SYW295 ﾊｯﾄ型(10H､25H) ｔ * 9 4
鋼矢板類 県統一 鋼矢板　規格エキストラ ＳＹ３９０ ｔ * 9 4
鋼矢板類 県統一 鋼矢板　規格エキストラ ＳＹＷ３９０ ｔ * 9 4
鋼矢板類 県統一 鋼矢板　形状エキストラ ＩＡ、ＶＬ、ＶＩＬ型 ｔ * 9 4
鋼矢板類 県統一 スクラップ ヘビーＨ１ ｔ * 75 795
鋼矢板類 県統一 軽量鋼矢板 Ⅰ～Ⅲ ｔ * 39 50
鋼矢板類 県統一 長さエキストラ ２≦Ｌ＜６ｍ ｔ * 9 4
鋼矢板類 県統一 長さエキストラ ２０＜Ｌ≦２５ｍ ｔ * 9 4
鋼矢板類 県統一 長さエキストラ ２５＜Ｌ≦３０ｍ ｔ * 9 4
鋼矢板類 県統一 長さエキストラ ５００ｍｍピッチ以外の切りそろえ ｔ * 9 4
鋼矢板類 県統一 形状エキストラ 直線形（Ｆ，ＦＬ，ＦＡ） ｔ * 9 4
鋼矢板類 県統一 形状エキストラ 直線形（ＦＸ，ＦＸＬ） ｔ * 9 4
鋼矢板類 県統一 形状エキストラ ＶＬ，ＶＩＬ，ＩＡ ｔ * 9 4
鋼矢板類 県統一 加工エキストラ 組合せ鋼矢板溶接費 ｍ * 9 4
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類 県統一 鉄線 亜鉛引　１２＃ ｋｇ * 52 57
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類 県統一 なまし鉄線 ＃８　径４．０ ｋｇ * 52 57
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類 県統一 なまし鉄線 ＃２１　径０．８ ｋｇ * 52 57
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類 県統一 六角ボルト 径１５×２５０ 本 84.5
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類 県統一 鉄線 亜鉛引　１０＃ ｋｇ * 52 57
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類 県統一 鉄線 亜鉛引　８＃ ｋｇ * 52 57
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類 県統一 鉄丸くぎ 大小取混ぜ ｋｇ 149
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類 県統一 鉄丸くぎ φ５×１５０ｍｍ 本 13
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類 県統一 六角ボルト 径１３×２４０　アンカーボルト用 本 * 62 999
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類 県統一 六角ボルト 径６×９０ 本 4
鉄くぎ・丸くぎ・ボルト類 県統一 かすがい 長１５ｃｍ×径９ｍｍ以下 本 * 596 471
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鋼管杭 県統一 鋼管杭 ＳＫＫ－４００ ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 丸蓋・八角蓋 （鋼管杭付属品） ｋg * 11 6
鋼管杭 県統一 十字補強 （鋼管杭付属品） ｋg * 11 6
鋼管杭 県統一 溶接費 丸蓋八角蓋、十字補強 ｍ * 11 6
鋼管杭 県統一 外径エキストラ ４００以上～５００ｍｍ未満 ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 外径エキストラ ５００以上～６００ｍｍ未満 ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 外径エキストラ １２００以上～１６００ｍｍ未満 ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 外径エキストラ １６００以上～２０００ｍｍ未満 ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 外径エキストラ ２０００以上～２２００ｍｍ未満 ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 外径エキストラ ２２００ｍｍ ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 外径エキストラ ２２００超～２５００ｍｍ以下 ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 肉厚エキストラ ６．０以上～７．０ｍｍ以下 ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 肉厚エキストラ ８．０ｍｍ ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 肉厚エキストラ １３．０ｍｍ ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 肉厚エキストラ １５．０ｍｍ ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 肉厚エキストラ １６．０ｍｍ ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 肉厚エキストラ １７．０以上～１８．０ｍｍ以下 ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 肉厚エキストラ １９．０ｍｍ ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 肉厚エキストラ ２０．０以上～２２．０ｍｍ以下 ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 肉厚エキストラ ２３．０以上～２４．０ｍｍ以下 ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 肉厚エキストラ ２５．０ｍｍ ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 長さエキストラ ３ｍ≦Ｌ＜６ｍ ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 長さエキストラ １２＜Ｌ≦１８ｍ ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 長さエキストラ １８＜Ｌ≦２２ｍ ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 長さエキストラ ２２＜Ｌ≦３０ｍ ｔ * 10 5
鋼管杭 県統一 不等厚溶接エキストラ ５００（５０８）ｍｍ ヶ所 * 10 5
鋼管杭 県統一 不等厚溶接エキストラ ６００（６０９．６）ｍｍ ヶ所 * 10 5
鋼管杭 県統一 不等厚溶接エキストラ ７００（７１１．２）ｍｍ ヶ所 * 10 5
鋼管杭 県統一 不等厚溶接エキストラ ８００（８１２．８）ｍｍ ヶ所 * 10 5
鋼管杭 県統一 不等厚溶接エキストラ ９００（９１４．４）ｍｍ ヶ所 * 10 5
鋼管杭 県統一 不等厚溶接エキストラ １０００（１０１６）ｍｍ ヶ所 * 10 5
鋼管杭 県統一 不等厚溶接エキストラ １１００（１１１７．６）ｍｍ ヶ所 * 10 5
鋼管杭 県統一 不等厚溶接エキストラ １２００（１２１９．２）ｍｍ ヶ所 * 10 5
鋼管杭 県統一 不等厚溶接エキストラ １３００（１３２０．８）ｍｍ ヶ所 * 10 5
鋼管杭 県統一 不等厚溶接エキストラ １４００（１４２２．４）ｍｍ ヶ所 * 10 5
鋼管杭 県統一 不等厚溶接エキストラ １５００（１５２４）ｍｍ ヶ所 * 10 5
鉄線蛇篭 県統一 じゃかご 線径3.2㎜　網目13㎜×径45㎝ ｍ * 484 356
鉄線蛇篭 県統一 じゃかご ３．２　１５×４５ｃｍ ｍ * 484 356
鉄線蛇篭 県統一 じゃかご ４．０　１３×４５ｃｍ ｍ * 484 356
鉄線蛇篭 県統一 じゃかご ４．０　１３×６０ｃｍ ｍ * 484 999
鉄線蛇篭 県統一 じゃかご ４．０　１５×４５ｃｍ ｍ * 484 356
鉄線蛇篭 県統一 じゃかご ４．０　１５×６０ｃｍ ｍ * 484 999
鉄線蛇篭 県統一 じゃかご ５．０　１３×４５ｃｍ ｍ * 484 356
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
鉄線蛇篭 県統一 じゃかご ３．２　１３×６０ｃｍ ｍ * 484 999
鉄線蛇篭 県統一 じゃかご ５．０　１３×６０ｃｍ ｍ * 484 999
鉄線蛇篭 県統一 じゃかご ５．０　１５×４５ｃｍ ｍ * 484 356
鉄線蛇篭 県統一 じゃかご ３．２　１５×６０ｃｍ ｍ * 484 999
鉄線蛇篭 県統一 じゃかご ５．０　１５×６０ｃｍ ｍ * 484 999
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ3.2mm 網目10cm 幅120cm 高40cm ｍ * 484 999
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ3.2mm 網目10cm 幅120cm 高48cm ｍ * 484 999
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ3.2mm 網目10cm 幅120cm 高64cm ｍ 3500
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ3.2mm 網目13cm 幅120cm 高40cm ｍ * 484 999
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ3.2mm 網目13cm 幅120cm 高50cm ｍ * 484 356
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ3.2mm 網目13cm 幅120cm 高60cm ｍ * 484 999
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ3.2mm 網目15cm 幅120cm 高40cm ｍ * 484 999
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ3.2mm 網目15cm 幅120cm 高50㎝ ｍ * 484 356
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ3.2mm 網目15cm 幅120cm 高60cm ｍ * 484 999
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ4.0mm 網目10cm 幅120cm 高40cm ｍ * 484 999
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ4.0mm 網目10cm 幅120cm 高48cm ｍ * 484 999
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ4.0mm 網目10cm 幅120cm 高64cm ｍ 4270
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ4.0mm 網目13cm 幅120cm 高40cm ｍ * 484 999
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ4.0mm 網目13cm 幅120cm 高50cm ｍ * 484 356
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ4.0mm 網目13cm 幅120cm 高60cm ｍ * 484 999
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ4.0mm 網目15cm 幅120cm 高40cm ｍ * 484 999
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ4.0mm 網目15cm 幅120cm 高50cm ｍ * 484 356
フトン篭 県統一 パネルタイプ(角形) 線形φ4.0mm 網目15cm 幅120cm 高60cm ｍ * 484 999
かごマット 県統一 かごマット Ｈ＝３０ｃｍ ｍ２ * 485 357
かごマット 県統一 かごマット Ｈ＝５０ｃｍ ｍ２ * 485 357
かごマット 県統一 かごマット多段積型 A-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 ｍ * 485 357
かごマット 県統一 かごマット多段積型 A-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 ｍ * 485 357
かごマット 県統一 かごマット多段積型 A-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 ｍ * 485 357
かごマット 県統一 かごマット多段積型 A-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 ｍ * 485 357
かごマット 県統一 かごマット多段積型 A-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 ｍ * 485 357
かごマット 県統一 かごマット多段積型 B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 ｍ * 485 357
かごマット 県統一 かごマット多段積型 B-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 ｍ * 485 357
かごマット 県統一 かごマット多段積型 B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:0.5 ｍ * 485 357
かごマット 県統一 かごマット多段積型 B-b型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 1:1.0 ｍ * 485 357
かごマット 県統一 かごマット多段積型 B-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 ｍ * 485 357
かごマット 県統一 かごマット多段積型 C-a型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 ｍ * 485 357
かごマット 県統一 かごマット多段積型 C-c型 亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ鉄線 ｍ * 485 357
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　１．５ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　１．５ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　２．０ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　２．０ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　２．０ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　２．０ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　２．５ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　２．５ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　２．５ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　２．５ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　３．０ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　３．０ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　３．０ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　３．０ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　３．５ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　３．５ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　３．５ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　３．５ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　４．０ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　４．０ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　４．０ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　４．０ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　４．５ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　４．５ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　４．５ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) めっき　４．５ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 １．５ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 １．５ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ２．０ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ２．０ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ２．０ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ２．０ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ２．５ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ２．５ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ２．５ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ２．５ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ３．０ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ３．０ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ３．０ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ３．０ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ３．５ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ３．５ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ３．５ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ３．５ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ４．０ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ４．０ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ４．０ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ４．０ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ４．５ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ４．５ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ４．５ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(円形) 黒皮 ４．５ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ２．５ｍ×５．３２６ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ２．５ｍ×５．３２６ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ２．５ｍ×５．３２６ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ２．５ｍ×５．３２６ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ２．５ｍ×５．６４０ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ２．５ｍ×５．６４０ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ２．５ｍ×５．６４０ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ２．５ｍ×５．６４０ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ２．５ｍ×５．７９７ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ２．５ｍ×５．７９７ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ２．５ｍ×５．７９７ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ２．５ｍ×５．７９７ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ３．０ｍ×５．８２６ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ３．０ｍ×５．８２６ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ３．０ｍ×５．８２６ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ３．０ｍ×５．８２６ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ３．０ｍ×６．１４０ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮３．０ｍ×６．１４０ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮３．０ｍ×６．１４０ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮３．０ｍ×６．１４０ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮３．０ｍ×６．２９７ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮３．０ｍ×６．２９７ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮３．０ｍ×６．２９７ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮３．０ｍ×６．２９７ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮３．５ｍ×６．３２６ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮３．５ｍ×６．３２６ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮３．５ｍ×６．３２６ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮３．５ｍ×６．３２６ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮３．５ｍ×６．６４０ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮３．５ｍ×６．６４０ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮３．５ｍ×６．６４０ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮３．５ｍ×６．６４０ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ４．０ｍ×６．８２６ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ４．０ｍ×６．８２６ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ４．０ｍ×６．８２６ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ４．０ｍ×６．８２６ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ４．０ｍ×７．１４０ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ４．０ｍ×７．１４０ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ４．０ｍ×７．１４０ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ４．０ｍ×７．１４０ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
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ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ４．５ｍ×６．８５５ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ４．５ｍ×６．８５５ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ４．５ｍ×６．８５５ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ４．５ｍ×６．８５５ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ４．５ｍ×７．３２６ｍ×２．７ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ４．５ｍ×７．３２６ｍ×３．２ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ４．５ｍ×７．３２６ｍ×４．０ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 ライナープレート(小判型) 黒皮 ４．５ｍ×７．３２６ｍ×４．５ｍｍ ｍ * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(円型) めっき ２．０ｍ用 Ｈ－１００ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(円型) めっき ３．０ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(円型) めっき ３．５ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(円型) めっき ４．０ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(円型) めっき ４．５ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(円型) 黒皮 ２．０ｍ用 Ｈ－１００ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(円型) 黒皮 ３．０ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(円型) 黒皮 ３．５ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(円型) 黒皮 ４．０ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(円型) 黒皮 ４．５ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(小判型) 黒皮 ３．０ｍ×５．８２６ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(小判型) 黒皮 ３．０ｍ×６．１４０ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(小判型) 黒皮 ３．０ｍ×６．２９７ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(小判型) 黒皮 ３．５ｍ×６．３２６ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(小判型) 黒皮 ３．５ｍ×６．６４０ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(小判型) 黒皮 ４．０ｍ×６．８２６ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(小判型) 黒皮 ４．０ｍ×７．１４０ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(小判型) 黒皮 ４．５ｍ×６．８５５ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
ライナープレート 県統一 補強リング(小判型) 黒皮 ４．５ｍ×７．３２６ｍ用 Ｈ－１２５ 個 * 522 387
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ３５０×Ｈ３５０　Ｔ＝１．６ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ３５０×Ｈ３５０　Ｔ＝２．０ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ３５０×Ｈ３５０　Ｔ＝２．７ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ４００×Ｈ４００　Ｔ＝１．６ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ４００×Ｈ４００　Ｔ＝２．０ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ４００×Ｈ４００　Ｔ＝２．７ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ４５０×Ｈ４５０　Ｔ＝１．６ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ４５０×Ｈ４５０　Ｔ＝２．０ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ４５０×Ｈ４５０　Ｔ＝２．７ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ５００×Ｈ５００　Ｔ＝１．６ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ５００×Ｈ５００　Ｔ＝２．０ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ５００×Ｈ５００　Ｔ＝２．７ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ５５０×Ｈ５５０　Ｔ＝１．６ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ５５０×Ｈ５５０　Ｔ＝２．０ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ５５０×Ｈ５５０　Ｔ＝２．７ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ５５０×Ｈ５５０　Ｔ＝３．２ｍｍ ｍ * 521 386
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Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ６００×Ｈ６００　Ｔ＝１．６ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ６００×Ｈ６００　Ｔ＝２．０ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ６００×Ｈ６００　Ｔ＝２．７ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ６００×Ｈ６００　Ｔ＝３．２ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ６５０×Ｈ６５０　Ｔ＝１．６ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ６５０×Ｈ６５０　Ｔ＝２．０ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ６５０×Ｈ６５０　Ｔ＝２．７ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ６５０×Ｈ６５０　Ｔ＝３．２ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ７００×Ｈ７００　Ｔ＝１．６ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ７００×Ｈ７００　Ｔ＝２．０ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ７００×Ｈ７００　Ｔ＝２．７ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ７００×Ｈ７００　Ｔ＝３．２ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ７５０×Ｈ７５０　Ｔ＝１．６ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ７５０×Ｈ７５０　Ｔ＝２．０ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ７５０×Ｈ７５０　Ｔ＝２．７ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 Ｕ字フリューム(Ａ形) Ｓ７５０×Ｈ７５０　Ｔ＝３．２ｍｍ ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(パッキング) Ｓ３５０×Ｈ３５０用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(パッキング) Ｓ４００×Ｈ４００用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(パッキング) Ｓ４５０×Ｈ４５０用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(パッキング) Ｓ５００×Ｈ５００用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(パッキング) Ｓ５５０×Ｈ５５０用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(パッキング) Ｓ６００×Ｈ６００用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(パッキング) Ｓ６５０×Ｈ６５０用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(パッキング) Ｓ７００×Ｈ７００用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(パッキング) Ｓ７５０×Ｈ７５０用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(ライニング両面) Ｓ３５０×Ｈ３５０用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(ライニング両面) Ｓ４００×Ｈ４００用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(ライニング両面) Ｓ４５０×Ｈ４５０用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(ライニング両面) Ｓ５００×Ｈ５００用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(ライニング両面) Ｓ５５０×Ｈ５５０用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(ライニング両面) Ｓ６００×Ｈ６００用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(ライニング両面) Ｓ６５０×Ｈ６５０用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(ライニング両面) Ｓ７００×Ｈ７００用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 付属品(ライニング両面) Ｓ７５０×Ｈ７５０用 ｍ * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 ストラット(L4×50×50) Ｓ３５０×Ｈ３５０用 本 * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 ストラット(L4×50×50) Ｓ４００×Ｈ４００用 本 * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 ストラット(L4×50×50) Ｓ４５０×Ｈ４５０用 本 * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 ストラット(L4×50×50) Ｓ５００×Ｈ５００用 本 * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 ストラット(L4×50×50) Ｓ５５０×Ｈ５５０用 本 * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 ストラット(L4×50×50) Ｓ６００×Ｈ６００用 本 * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 ストラット(L4×50×50) Ｓ６５０×Ｈ６５０用 本 * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 ストラット(L4×50×50) Ｓ７００×Ｈ７００用 本 * 521 386
Ｕ字フリューム 県統一 ストラット(L4×50×50) Ｓ７５０×Ｈ７５０用 本 * 521 386
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しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 集水桝蓋（しま鋼板） 500×500用 1枚組､重量30.2kg 組 12800
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 集水桝蓋（しま鋼板） 600×600用 1枚組､重量37.7kg 組 16000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 集水桝蓋（しま鋼板） 700×700用 1枚組､重量45.9kg 組 19500
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 集水桝蓋（しま鋼板） 800×800用 1枚組､重量55.0kg 組 23300
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 集水桝蓋（しま鋼板） 900×900用 1枚組､重量80.0kg 組 34000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 集水桝蓋（しま鋼板） 1000×1000用 2枚組､重量91.8kg 組 39100
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 集水桝蓋（しま鋼板） 1100×1100用 2枚組､重量104.2kg 組 44400
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 集水桝蓋（しま鋼板） 1200×1200用 2枚組､重量117.4kg 組 50000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 集水桝蓋（しま鋼板） 1300×1300用 2枚組､重量131.6kg 組 56000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 集水桝蓋（しま鋼板） 1400×1400用 2枚組､重量146.2kg 組 62300
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 集水桝蓋（しま鋼板） 1500×1500用 2枚組､重量162.0kg 組 69000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 集水ます蓋（グレーチング） 600×600用 1枚組､重量68.3kg T-25 組 27300
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 集水ます蓋（グレーチング） 800×800用 1枚組､重量117.9kg T-25 組 54100
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 集水ます蓋（グレーチング） 1000×1000用 2枚組､重量191.6kg T-25 組 83700
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 700×700用 鎖付87.1kg/組(1枚組) T-20 組 * 999
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 800×800用 鎖付101.4kg/組 (1枚組)T-20 組 * 999
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 900×900用 鎖付148.5kg/組(1枚組)T-20 組 * 999
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 1000×1000用 鎖付202.8kg/組 (2枚組) T-20 組 * 999
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 700×700用 鎖付87.1kg/組 (1枚組) T-25 組 * 999
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 800×800用 鎖付135.3kg/組 (1枚組) T-25 組 * 999
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 900×900用 鎖付163.6kg/組 (1枚組) T-25 組 * 999
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 1000×1000用 鎖付222.4kg/組 (2枚組) T-25 組 84600
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 1100×1100用 2枚組､重量224.7kg T-25 組 99700
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 1200×1200用 2枚組､重量282.8kg T-25 組 134000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 1300×1300用 2枚組､重量316kg T-25 組 153000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 1400×1400用 2枚組､重量355.4kg T-25 組 172000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 1500×1500用 2枚組､重量392.5kg T-25 組 201000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 1000×1000用 2枚組､重量149.1kg T-14 組 60300
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 1100×1100用 2枚組､重量174.8kg T-14 組 83900
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 1200×1200用 2枚組､重量205.3kg T-14 組 98500
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 1300×1300用 2枚組､重量262.6kg T-14 組 134000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 1400×1400用 2枚組､重量300kg T-14 組 152000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋 1500×1500用 2枚組､重量339.3kg T-14 組 173000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 700×700用 2枚組､重量106.5kg T-25 組 54400
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 800×800用 2枚組､重量141.4kg T-25 組 69600
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 900×900用 2枚組､重量209.7kg T-25 組 99500
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1000×1000用 2枚組､重量261.9kg T-25 組 126000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1100×1100用 3枚組､重量328.5kg T-25 組 171000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1200×1200用 3枚組､重量382.6kg T-25 組 200000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1300×1300用 3枚組､重量440.9kg T-25 組 229000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1400×1400用 3枚組､重量503.3kg T-25 組 261000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1500×1500用 3枚組､重量502kg T-25 組 252000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 700×700用 2枚組､重量110.7kg T-20 組 54300
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しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 800×800用 2枚組､重量130.7kg T-20 組 65700
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 900×900用 2枚組､重量162.2kg T-20 組 82700
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1000×1000用 2枚組､重量206.9kg T-20 組 99200
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1100×1100用 3枚組､重量273.3kg T-20 組 141000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1200×1200用 3枚組､重量333.6kg T-20 組 173000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1300×1300用 3枚組､重量403.9kg T-20 組 227000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1400×1400用 3枚組､重量503.3kg T-20 組 261000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1500×1500用 4枚組､重量569.8kg T-20 組 264000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 700×700用 2枚組､重量78kg T-14 組 34600
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 800×800用 2枚組､重量130.7kg T-14 組 65700
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 900×900用 2枚組､重量159.4kg T-14 組 77500
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1000×1000用 2枚組､重量206.9kg T-14 組 99200
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1100×1100用 2枚組､重量244.2kg T-14 組 117000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1200×1200用 2枚組､重量290.1kg T-14 組 150000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1300×1300用 2枚組､重量329kg T-14 組 170000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1400×1400用 2枚組､重量377.2kg T-14 組 195000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 鋼製グレーチング蓋（細目） 1500×1500用 4枚組､重量496.2kg T-14 組 257000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 グレーチング側溝蓋（嵩上タイプ） 300用 995×410×95 1枚組､重量35.7kg T-25 組 * 999
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 グレーチング側溝蓋（嵩上タイプ） 400用 995×510×115 1枚組､重量48.4kg T-25 組 * 999
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 グレーチング側溝蓋（嵩上タイプ） 500用 995×620×125 1枚組､重量67.7kg T-25 組 * 999
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 床用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋ｸﾛｰｽﾞ 鎖受枠付 600×600×19×3 13.8Kg/組(1枚組) 360kg/m2 組 10800
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 床用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋ｸﾛｰｽﾞ 鎖受枠付 700×700×19×3 16.9Kg/組(1枚組) 360kg/m2 組 14400
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 床用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋ｸﾛｰｽﾞ 鎖受枠付 800×800×19×3 24.9Kg/組(1枚組) 360kg/m2 組 16600
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 床用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋ｸﾛｰｽﾞ 鎖受枠付 900×900×19×3 29Kg/組(1枚組) 360kg/m2 組 20000
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 床用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋ｸﾛｰｽﾞ 鎖受枠付 1000×1000×19×4.5 44.8Kg/組(2枚組) 360kg/m2 組 25800
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 歩道用グレーチング桝蓋 600×600用鎖付 1枚組､重量21.3kg 540Kg/m2 組 12900
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 歩道用グレーチング桝蓋 700×700用鎖付 1枚組､重量27.2kg 540Kg/m2 組 16200
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 歩道用グレーチング桝蓋 800×800用鎖付 1枚組､重量32.2kg 540Kg/m2 組 19200
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 歩道用グレーチング桝蓋 900×900用鎖付 1枚組､重量50.9kg 540Kg/m2 組 25700
しま鋼板・グレーチング蓋 県統一 歩道用グレーチング桝蓋 1000×1000用鎖付 2枚組､重量60.1kg 540Kg/m2 組 32400
形鋼規格エキストラ 県統一 形鋼（大形）　規格エキストラ ＳＳ４００ ｔ * 8 3
形鋼規格エキストラ 県統一 形鋼（大形）　規格エキストラ ＳＭ４００Ａ ｔ * 8 3
形鋼規格エキストラ 県統一 形鋼（大形）　規格エキストラ ＳＭ４９０Ａ ｔ * 8 3
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＳ４００ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４００Ｂ　ｔ≦２５ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４００Ｂ　２５＜ｔ≦３８ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４００Ｃ　ｔ≦２５ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４００Ｃ　２５＜ｔ≦３８ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４００Ｃ　３８＜ｔ≦５０ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０Ｂ　ｔ≦２５ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ ｔ * 13 8
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鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０Ｃ　ｔ≦２５ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ　ｔ≦２５ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０ＹＢ　ｔ≦２５ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０ＹＢ　２５＜ｔ≦３８ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ５２０Ｂ　ｔ≦２５ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ５２０Ｂ　２５＜ｔ≦３８ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ５２０Ｃ　ｔ≦２５ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ５２０Ｃ　２５＜ｔ≦３８ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ５２０Ｃ　３８＜ｔ≦５０ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ５７０（Ｑ）　６≦ｔ≦２０ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ５７０（Ｑ）２０＜ｔ≦３８ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ５７０（Ｑ）３８＜ｔ≦５０ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４００ＡＷ　６≦ｔ≦３８ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４００ＢＷ　６≦ｔ≦２５ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４００ＢＷ２５＜ｔ≦３８ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４００ＣＷ　６≦ｔ≦２５ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４００ＣＷ２５＜ｔ≦３８ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４００ＣＷ３８＜ｔ≦５０ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＡＷ　６≦ｔ≦５０ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＢＷ　６≦ｔ≦２５ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＢＷ２５＜ｔ≦３８ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＣＷ　６≦ｔ≦２５ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＣＷ２５＜ｔ≦３８ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＣＷ３８＜ｔ≦５０ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４００Ａ　３８≦ｔ≦１００ ｔ * 13 8
鋼板中厚板規格エキストラ 県統一 中厚板　規格エキストラ ＳＭ４９０ＹＡ　２５≦ｔ≦３８ ｔ * 13 8
その他鋼材 県統一 橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格 広300以下 中300以下 細400以下 ｔ * 7 2
その他鋼材 県統一 橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格 広幅350中幅500以下細幅500以下 ｔ * 7 2
その他鋼材 県統一 橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格 広幅400 中幅600 細幅600 ｔ * 7 2
その他鋼材 県統一 橋梁用Ｈ形鋼 ＣＴ形鋼用販売無規格 中幅700以上 ｔ * 7 2
その他鋼材 県統一 Ｈ形鋼　規格エキストラ ＳＳ４００　ｔ≦３８ ｔ * 7 2
その他鋼材 県統一 Ｈ形鋼　規格エキストラ ＳＭ４００Ａ　ｔ≦３８ ｔ * 7 2
その他鋼材 県統一 Ｈ形鋼　規格エキストラ ＳＭ４９０Ａ　ｔ≦５０ ｔ * 7 2
その他鋼材 県統一 Ｈ形鋼　規格エキストラ ＳＭＡ４００ＡＷ　ｔ≦３８ ｔ * 7 2
その他鋼材 県統一 Ｈ形鋼　規格エキストラ ＳＭＡ４９０ＡＷ　ｔ≦５０ ｔ * 7 2
その他鋼材 県統一 ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用） １７５～２５０シリーズ ｔ * 7 3
その他鋼材 県統一 ＣＴ形鋼エキストラ（橋梁用） ３００シリーズ以上 ｔ * 7 3
その他鋼材 県統一 ＣＴ形鋼［橋梁用］Ｓエキストラ ＪＩＳサイズ以外 ｔ * 7 3
その他鋼材 県統一 平鋼　ＳＳ４００ ４．５×２５ ｔ * 29 25
その他鋼材 県統一 平鋼　ＳＳ４００ ４．５×３２～３８ ｔ * 29 25
その他鋼材 県統一 平鋼　ＳＳ４００ ４．５×５０ ｔ * 29 25
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その他鋼材 県統一 平鋼　ＳＳ４００ ６×２５ ｔ * 29 25
その他鋼材 県統一 平鋼　ＳＳ４００ ６×３２～４４ ｔ * 29 25
その他鋼材 県統一 平鋼　ＳＳ４００ ６×５０～７５ ｔ * 29 25
その他鋼材 県統一 平鋼　ＳＳ４００ ６×９０～１００ ｔ * 29 25
その他鋼材 県統一 平鋼　ＳＳ４００ ６×１２５ ｔ * 29 25
その他鋼材 県統一 平鋼　ＳＳ４００ ９×２５ ｔ * 29 25
その他鋼材 県統一 平鋼　ＳＳ４００ ９×３２～４４ ｔ * 29 25
その他鋼材 県統一 平鋼　ＳＳ４００ ９×５０～７５ ｔ * 29 25
その他鋼材 県統一 平鋼　ＳＳ４００ ９×９０～１００ ｔ * 29 25
その他鋼材 県統一 平鋼　ＳＳ４００ ９×１２５ ｔ * 29 25
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（小形）　ＳＳ４００ ３×４０×４０ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（小形）　ＳＳ４００ ５×４０×４０ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ４×５０×５０ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ６×５０×５０ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ６×６５×６５ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ８×６５×６５ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ６×７５×７５ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ９×７５×７５ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ １２×７５×７５ ｔ * 32
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ７×９０×９０ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ １０×９０×９０ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ １３×９０×９０ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ ７×１００×１００ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ １０×１００×１００ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００ １３×１００×１００ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００ ９×１３０×１３０ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００ １２×１３０×１３０ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 等辺山形鋼（大形）　ＳＳ４００ １５×１３０×１３０ ｔ * 32 34
その他鋼材 県統一 溝形鋼（中形）　ＳＳ４００ ５×７５×４０ ｔ * 34 34
その他鋼材 県統一 溝形鋼（中形）　ＳＳ４００ ５×１００×５０ ｔ * 34 34
その他鋼材 県統一 溝形鋼（大形）　ＳＳ４００ ６×１２５×６５ ｔ * 34 34
その他鋼材 県統一 溝形鋼（大形）　ＳＳ４００ ６．５×１５０×７５ ｔ * 34 34
その他鋼材 県統一 溝形鋼（大形）　ＳＳ４００ ９×１５０×７５ ｔ * 34 34
その他鋼材 県統一 溝形鋼（大形）　ＳＳ４００ ７×１８０×７５ ｔ * 34 34
その他鋼材 県統一 溝形鋼（大形）　ＳＳ４００ ７．５×２００×８０ ｔ * 34 34
その他鋼材 県統一 溝形鋼（大形）　ＳＳ４００ ８×２００×９０ ｔ * 34 34
その他鋼材 県統一 溝形鋼（大形）　ＳＳ４００ ９×２５０×９０ ｔ * 34 34
その他鋼材 県統一 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　ｔ＝１ ｋｇ * 48 999
その他鋼材 県統一 冷間圧延ステンレス鋼板 ＳＵＳ３０４　２≦ｔ≦３ ｋｇ * 48 999
その他鋼材 県統一 ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径１０．０ ｋｇ * 50 999
その他鋼材 県統一 ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径１３．０ ｋｇ * 50 999
その他鋼材 県統一 ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径１６．０ ｋｇ * 50 999
その他鋼材 県統一 ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径２０．０ ｋｇ * 50 999
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その他鋼材 県統一 ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４　径２２ ｋｇ * 50 999
その他鋼材 県統一 ステンレス丸棒 ＳＵＳ３０４ 径２５～１００ ｋｇ * 50 999
その他鋼材 県統一 一般配管用ステンレス鋼鋼管 １３ＳＵ　Ｔ＝０．８ 本 * 817 679
その他鋼材 県統一 一般配管用ステンレス鋼鋼管 ２０ＳＵ　Ｔ＝１．０ 本 * 817 679
その他鋼材 県統一 一般配管用ステンレス鋼鋼管 ２５ＳＵ　Ｔ＝１．０ 本 * 817 679
その他鋼材 県統一 一般配管用ステンレス鋼鋼管 ３０ＳＵ　Ｔ＝１．２ 本 * 817 679
その他鋼材 県統一 一般配管用ステンレス鋼鋼管 ４０ＳＵ　Ｔ＝１．２ 本 * 817 679
その他鋼材 県統一 一般配管用ステンレス鋼鋼管 ５０ＳＵ　Ｔ＝１．２ 本 * 817 679
その他鋼材 県統一 一般配管用ステンレス鋼鋼管 ６０ＳＵ　Ｔ＝１．５ 本 * 817 679
その他鋼材 県統一 一般配管用ステンレス鋼鋼管 ７５ＳＵ　Ｔ＝１．５ 本 * 817 679
その他鋼材 県統一 一般配管用ステンレス鋼鋼管 ８０ＳＵ　Ｔ＝２．０ 本 * 817 679
その他鋼材 県統一 一般配管用ステンレス鋼鋼管 １００ＳＵ　Ｔ＝２．０ 本 * 817 679
その他鋼材 県統一 一般配管用ステンレス鋼鋼管 １２５ＳＵ　Ｔ＝２．０ 本 * 817 679
その他鋼材 県統一 一般配管用ステンレス鋼鋼管 １５０ＳＵ　Ｔ＝３．０ 本 * 817 679
その他鋼材 県統一 一般配管用ステンレス鋼鋼管 ２００ＳＵ　Ｔ＝３．０ 本 * 817 679
その他鋼材 県統一 一般配管用ステンレス鋼鋼管 ２５０ＳＵ　Ｔ＝３．０ 本 * 817 679
その他鋼材 県統一 一般配管用ステンレス鋼鋼管 ３００ＳＵ　Ｔ＝３．０ 本 * 817 679
その他鋼材 県統一 スクラップ ステンレス　新切　１８ｃｒ ｋｇ * 75 795
木材・型枠用合板 県統一 円形空洞型枠 Ｄ７５　Ｔ＝３．０ ｍ * 173
木材・型枠用合板 県統一 円形空洞型枠 Ｄ１００　Ｔ＝３．５ ｍ * 173
木材・型枠用合板 県統一 円形空洞型枠 Ｄ１２５　Ｔ＝４．０ ｍ * 173
木材・型枠用合板 県統一 円形空洞型枠 Ｄ１５０　Ｔ＝４．０ ｍ * 173
木材・型枠用合板 県統一 円形空洞型枠 Ｄ２００　Ｔ＝５．０ ｍ * 173
木材・型枠用合板 県統一 型枠用合板（ＪＡＳ　２種） １２×６００×１８００ 枚 * 217 175
木材・型枠用合板 県統一 型枠用合板（ＪＡＳ　２種） １２×９００×１８００ 枚 * 217 175
木材・型枠用合板 県統一 松丸太 末口１０ｃｍ　Ｌ＝０．９ｍ 本 * 999
木材・型枠用合板 県統一 松丸太 末口１５ｃｍ　Ｌ＝１．２ｍ 本 * 999
木材・型枠用合板 県統一 松丸太 末口１５ｃｍ　Ｌ＝２．０ｍ 本 1260
木材・型枠用合板 県統一 松丸太 末口１０ｃｍ　Ｌ＝３．０ｍ 本 * 999
木材・型枠用合板 県統一 松丸太 長１．５ｍ 末口１２ｃｍ 本 * 999
木材・型枠用合板 県統一 松丸太 長１．８ｍ 末口１２ｃｍ 本 * 999
木材・型枠用合板 県統一 松丸太 長２．０ｍ 末口１２ｃｍ 本 * 999
木材・型枠用合板 県統一 松丸太 長３．０ｍ 末口９ｃｍ 本 * 999
木材・型枠用合板 県統一 松丸太 長３．０ｍ 末口１２ｃｍ 本 * 999
木材・型枠用合板 県統一 松丸太 長４．０ｍ 末口９ｃｍ 本 * 999
木材・型枠用合板 県統一 切丸太 ２．０ｍ×７．５ｃｍ 本 350
木材・型枠用合板 県統一 足場板（杉） ４．０ｍ×３．６ｃｍ×２０ｃｍ ｍ３ * 159
木材・型枠用合板 県統一 足場板（松・カラ松） ４．０ｍ×３．６ｃｍ×２０ｃｍ ｍ３ * 159
木材・型枠用合板 県統一 矢板（松） ２．０ｍ×３～４．５ｃｍ×１２ｃｍ ｍ３ * 234 159
木材・型枠用合板 県統一 矢板（松） ３．６ｍ×３～４．５ｃｍ×１５ｃｍ ｍ３ * 159
木材・型枠用合板 県統一 矢板（松） ４．０ｍ×３～４．５ｃｍ×１５ｃｍ ｍ３ * 234 159
木材・型枠用合板 県統一 雑矢板 ２．０ｍ×３～４．５㎝×１２㎝ ｍ３ 30000
木材・型枠用合板 県統一 正角材（内地材） 杉 3m×9cm×9cm 1等 ｍ３ 39000
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木材・型枠用合板 県統一 平角材 松 3m×12cm×15cm 1等 ｍ３ 42000
木材・型枠用合板 県統一 正割材 杉 3m×4.5cm×4.5cm 特1等 ｍ３ 49000
木材・型枠用合板 県統一 正割材 杉 3m×6cm×6cm 特1等 ｍ３ 49000
木材・型枠用合板 県統一 正割材 杉 4m×4.5cm×4.5cm 特1等 ｍ３ * 242
木材・型枠用合板 県統一 正割材 杉 4m×6cm×6cm 特1等 ｍ３ * 242
木材・型枠用合板 県統一 平割材 杉 1.8m×3cm×6cm 1等 ｍ３ 42000
木材・型枠用合板 県統一 平割材 杉 4m×4.5cm×10.5cm 1等 ｍ３ 42000
木材・型枠用合板 県統一 板材（内地材） 杉 2m×1.8cm×24cm 特1等 ｍ３ 58000
木材・型枠用合板 県統一 板材（内地材） 杉 4m×1.5cm×9cm 特1等 ｍ３ * 242
木材・型枠用合板 県統一 板材（内地材） 杉 4m×1.8cm×12cm 特1等 ｍ３ 52000
木材・型枠用合板 県統一 板材（内地材） 松 1.8～2m×1.5cm×18cm 特1等 ｍ３ * 242
木材・型枠用合板 県統一 平割材（杉） ４ｍ×４×６ｃｍ２等 ｍ３ 42000
木材・型枠用合板 県統一 板材 ４ｍ×２．５ｃｍ×２４ｃｍ１等 ｍ３ * 242
木材・型枠用合板 県統一 松板 ３．６ｍ×２４ｃｍ×４．５ｃｍ２等 ｍ３ 40000
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=1.5m 剥皮 先端加工なし 本 460
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=1.5m 剥皮 先端加工あり 本 510
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=1.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 700
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=1.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 750
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=2.0m 剥皮 先端加工なし 本 620
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=2.0m 剥皮 先端加工あり 本 670
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=2.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 940
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=2.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 990
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=2.5m 剥皮 先端加工なし 本 780
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=2.5m 剥皮 先端加工あり 本 830
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=2.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 1180
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=2.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 1230
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=3.0m 剥皮 先端加工なし 本 930
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=3.0m 剥皮 先端加工あり 本 980
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=3.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 1410
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=3.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 1460
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=3.5m 剥皮 先端加工なし 本 1080
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=3.5m 剥皮 先端加工あり 本 1130
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=3.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 1640
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=3.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 1690
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=4.0m 剥皮 先端加工なし 本 1240
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=4.0m 剥皮 先端加工あり 本 1290
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=4.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 1880
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径 9cm L=4.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 1930
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=1.5m 剥皮 先端加工なし 本 830
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=1.5m 剥皮 先端加工あり 本 880
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=1.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 1270
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=1.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 1320
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=2.0m 剥皮 先端加工なし 本 1100
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スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=2.0m 剥皮 先端加工あり 本 1150
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=2.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 1680
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=2.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 1730
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=2.5m 剥皮 先端加工なし 本 1370
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=2.5m 剥皮 先端加工あり 本 1420
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=2.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 2090
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=2.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 2140
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=3.0m 剥皮 先端加工なし 本 1650
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=3.0m 剥皮 先端加工あり 本 1700
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=3.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 2510
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=3.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 2560
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=3.5m 剥皮 先端加工なし 本 1920
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=3.5m 剥皮 先端加工あり 本 1970
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=3.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 2920
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=3.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 2970
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=4.0m 剥皮 先端加工なし 本 2190
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=4.0m 剥皮 先端加工あり 本 2240
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=4.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 3330
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径12cm L=4.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 3380
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=1.5m 剥皮 先端加工なし 本 1290
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=1.5m 剥皮 先端加工あり 本 1360
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=1.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 1970
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=1.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 2040
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=2.0m 剥皮 先端加工なし 本 1710
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=2.0m 剥皮 先端加工あり 本 1780
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=2.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 2610
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=2.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 2680
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=2.5m 剥皮 先端加工なし 本 2140
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=2.5m 剥皮 先端加工あり 本 2210
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=2.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 3280
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=2.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 3350
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=3.0m 剥皮 先端加工なし 本 2570
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=3.0m 剥皮 先端加工あり 本 2640
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=3.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 3930
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=3.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 4000
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=3.5m 剥皮 先端加工なし 本 3000
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=3.5m 剥皮 先端加工あり 本 3070
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=3.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 4580
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=3.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 4650
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=4.0m 剥皮 先端加工なし 本 3420
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=4.0m 剥皮 先端加工あり 本 3490
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=4.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 5220
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径15cm L=4.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 5290
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スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=1.5m 剥皮 先端加工なし 本 1850
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=1.5m 剥皮 先端加工あり 本 1950
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=1.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 2830
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=1.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 2930
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=2.0m 剥皮 先端加工なし 本 2470
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=2.0m 剥皮 先端加工あり 本 2570
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=2.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 3770
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=2.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 3870
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=2.5m 剥皮 先端加工なし 本 3080
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=2.5m 剥皮 先端加工あり 本 3180
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=2.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 4700
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=2.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 4800
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=3.0m 剥皮 先端加工なし 本 3700
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=3.0m 剥皮 先端加工あり 本 3800
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=3.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 5640
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=3.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 5740
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=3.5m 剥皮 先端加工なし 本 4310
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=3.5m 剥皮 先端加工あり 本 4410
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=3.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 6570
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=3.5m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 6670
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=4.0m 剥皮 先端加工なし 本 4930
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=4.0m 剥皮 先端加工あり 本 5030
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=4.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工なし 本 7510
スギ間伐材 県統一 スギ間伐材杭 末口径18cm L=4.0m 剥皮 防腐剤(ﾀﾅﾘｽ) 先端加工あり 本 7610
スギ間伐材 県統一 そだ（雑木・柳枝） L=2.7m 45cm 上り60cm･200cm上り55cm 束 1300
油脂・燃料類 県統一 油圧作動油 耐摩耗性型　３２ｃＳｔ Ｌ * 261 790
油脂・燃料類 県統一 重油 Ａ重油　バージ（海上） Ｌ * 260 789
油脂・燃料類 県統一 重油 Ａ重油　ローリー（陸上） Ｌ * 258 789
油脂・燃料類 県統一 軽油 １．２号　ミニローリ（引取税含まず） Ｌ * 258 789
油脂・燃料類 県統一 軽油 １．２号　パトロール給油 Ｌ * 258 789
油脂・燃料類 県統一 ガソリン レギュラー Ｌ * 258 789
油脂・燃料類 県統一 灯油 白灯油　業務用 Ｌ * 258 789
油脂・燃料類 県統一 プロパン 工業用・業務用 ｋｇ * 262 791
油脂・燃料類 県統一 酸素ガス ボンベ ｍ３ * 262 791
油脂・燃料類 県統一 アセチレンガス ボンベ ｋｇ * 262 791
油脂・燃料類 県統一 混合油 1:20 Ｌ * 261
油脂・燃料類 県統一 練炭 高４号 個 * 262 999
油脂・燃料類 県統一 ガソリン スタンドハイオクタン Ｌ * 258 789
油脂・燃料類 県統一 軽油 ローリー Ｌ * 258 789
油脂・燃料類 県統一 軽油 ローリー（引取税含まず） Ｌ * 258 789
油脂・燃料類 県統一 混合油 1:25 Ｌ * 261
油脂・燃料類 県統一 コンロ 個 1400
油脂・燃料類 県統一 タービン油 ＶＧ３２ Ｌ * 261
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油脂・燃料類 県統一 グリース ｋg * 261 790
型枠材・足場材 県統一 セパレータ 鉄筋　５００×Ｗ１／２ 個 * 223 180
型枠材・足場材 県統一 セパレータ 無筋　１０００×Ｗ１／２ 個 * 223 180
型枠材・足場材 県統一 プラスチックコン Ｄ型 個 * 224 180
型枠材・足場材 県統一 ワイヤロープ（４号品　６×２４） 径１６　Ａ種 ｍ * 55 60
型枠材・足場材 県統一 アンカーボルト Ｍ８ 個 * 71 64
型枠材・足場材 県統一 アンカーボルト Ｍ１０ 個 * 71 64
型枠材・足場材 県統一 枕木 ２．１×０．１４×０．２ｍ 本 6500
型枠材・足場材 県統一 キャットウオーク 取付ボルト径２２付 基 * 270 171
型枠材・足場材 県統一 型枠　剥離材 木製・鋼製型枠用 Ｌ * 228 179
型枠材・足場材 県統一 薄鉄板 ＃２８（０．４×９１４×１８２９） ｍ２ * 51 55
型枠材・足場材 県統一 リップ溝形 １００×５０×２０×３．２ ｍ * 36 36
型枠材・足場材 県統一 アンカーセパレーター φ１３ｍｍ　Ｌ＝２５０ｍｍ 本 73
型枠材・足場材 県統一 アンカーセパレーター φ１３ｍｍ　Ｌ＝２００ｍｍ 本 64
型枠材・足場材 県統一 角パイプ座金 ６０□用 枚 * 224 180
シート・土のう類 県統一 ワイヤロープ（４号品　６×２４） 径６　Ａ種 ｍ * 55 60
シート・土のう類 県統一 ワイヤロープ（４号品　６×２４） 径９ｍｍ　Ａ種 ｍ * 55 60
シート・土のう類 県統一 ワイヤロープ（４号品　６×２４） 径１２ｍｍ　Ａ種 ｍ * 55 60
シート・土のう類 県統一 ワイヤーロープ　（Ｏ／Ｏ） ６×１９　径１０ ｍ * 54 999
シート・土のう類 県統一 なわ 径１０ １１０～１４０ｍ 巻 750
シート・土のう類 県統一 養生シート ポリエチレン　３．６×５．４ｍ 枚 * 273 182
シート・土のう類 県統一 土のう ６２×４８ｃｍ 枚 * 277 183
シート・土のう類 県統一 マニラロープ φ１２ｍｍ以上 ｋｇ * 312 999
シート・土のう類 県統一 土のう 特２号７０×４８ 枚 * 277
シート・土のう類 県統一 むしろ 毛５号１８２０×９１０ｍｍ 枚 180
シート・土のう類 県統一 防水シート ビニール０．４ｍｍ（厚）×１ｍ（幅） ｍ 420
シート・土のう類 県統一 防水シート ビニール０．４ｍｍ（厚）×２ｍ（幅） ｍ 840
シート・土のう類 県統一 防水シート ビニール０．５ｍｍ（厚）×１ｍ（幅） ｍ * 531 397
シート・土のう類 県統一 防水シート ビニール０．５ｍｍ（厚）×２ｍ（幅） ｍ * 531 397
シート・土のう類 県統一 防水シート ビニール０．５ｍｍ（厚）×３ｍ（幅） ｍ * 531 397
シート・土のう類 県統一 防水シート ビニール１．０ｍｍ（厚）×１ｍ（幅） ｍ * 531 397
シート・土のう類 県統一 防水シート ビニール１．０ｍｍ（厚）×２ｍ（幅） ｍ * 531 397
シート・土のう類 県統一 防水シート ビニール１．０ｍｍ（厚）×３ｍ（幅） ｍ * 531 397
シート・土のう類 県統一 大型土嚢 W=1.1 H=1.08 袋 * 277 183
爆薬・火工類品 県統一 産業用火薬 AN-FO　バラ物　(中口) ｋｇ 560
爆薬・火工類品 県統一 産業用火薬 AN-FO　バラ物　(大口) ｋｇ 510
爆薬・火工類品 県統一 産業用火薬 AN-FO　バラ物　(小口) ｋｇ * 545 403
爆薬・火工類品 県統一 電気雷管 ６号瞬発　脚線３．０ｍ（大口） 個 278
爆薬・火工類品 県統一 電気雷管（６号瞬発　１段） 脚線３．０ｍ（中口） 個 354
爆薬・火工類品 県統一 電気雷管 ６号瞬発　脚線３．０ｍ（小口） 個 * 545 403
爆薬・火工類品 県統一 電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段 脚線３．０ｍ（小口） 個 * 545 403
爆薬・火工類品 県統一 電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０ 脚線３．０ｍ（小口） 個 * 545 403
爆薬・火工類品 県統一 電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段 脚線３．０ｍ（大口） 個 291

23 ケ項欄の「999」は，Web建設物価掲載単価



種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
爆薬・火工類品 県統一 電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０ 脚線３．０ｍ（大口） 個 295
爆薬・火工類品 県統一 スラリー 火薬庫有（２０ｔ未満） ｋg 1040
爆薬・火工類品 県統一 スラリー 火薬庫無（５～２０ｔ） ｋg 1210
爆薬・火工類品 県統一 スラリー 火薬庫無（１～５ｔ） ｋg 1460
爆薬・火工類品 県統一 スラリー 火薬庫無（１００ｋｇ～１ｔ） ｋg * 545 403
爆薬・火工類品 県統一 産業用火薬 ＡＮ－ＦＯ バラ物（２０ｔ未満 火薬庫有） ｋｇ 420
爆薬・火工類品 県統一 電気雷管（６号瞬発　１段） 脚線３．０ｍ（２０ｔ未満　火薬庫有） 個 246
爆薬・火工類品 県統一 電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段 脚線３．０ｍ（２０ｔ未満　火薬庫有） 個 260
爆薬・火工類品 県統一 電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ２～５段 脚線３．０ｍ（中口） 個 369
爆薬・火工類品 県統一 電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０ 脚線３．０ｍ（２０ｔ未満　火薬庫有） 個 261
爆薬・火工類品 県統一 電気雷管 ＤＳＤ・ＭＳＤ６～１０ 脚線３．０ｍ（中口） 個 373
ロッド・ビット類 県統一 カービット 径２２　８×１２　３８ 個 * 782
ロッド・ビット類 県統一 テーパーロッド 径２２（１９）　１．４ 本 * 306 782
ロッド・ビット類 県統一 カービット 径２２　８×１２　３２ 個 * 782
ロッド・ビット類 県統一 カービット 径２２　８×１２　３４ 個 * 782
ロッド・ビット類 県統一 カービット 径２２　８×１２　３６ 個 * 782
ロッド・ビット類 県統一 カービット 径２５　１０×１５　３８ 個 * 782
ロッド・ビット類 県統一 テーパーロッド 径２２（１９）　０．５ 本 * 306 782
ロッド・ビット類 県統一 テーパーロッド 径２２（１９）　１．１ 本 * 306 782
ロッド・ビット類 県統一 テーパーロッド 径２２（１９）　１．７ 本 * 306 782
ロッド・ビット類 県統一 テーパーロッド 径２２（１９）　２．０ 本 * 306 782
ロッド・ビット類 県統一 テーパーロッド 径２２（１９）　２．３ 本 * 306 782
ロッド・ビット類 県統一 テーパーロッド 径２２（１９）　２．６ 本 * 306 782
ロッド・ビット類 県統一 テーパーロッド 径２２（１９）　２．９ 本 * 306 782
ロッド・ビット類 県統一 クロスビット 径２２　６×１０　３８ 個 * 306 782
ロッド・ビット類 県統一 クロスビット 径２２　８×１２　５０ 個 * 306 782
ロッド・ビット類 県統一 ジョイントスリープ ３２Ｒ 本 6030
ロッド・ビット類 県統一 シャンクロッド ３２ｍｍ（ダム用） 本 14700
ロッド・ビット類 県統一 テーパーロッド ２５Ｈ×２０００ｍｍ（トンネル用） 本 * 306 782
ロッド・ビット類 県統一 ジョイントスリーブ ３２ｍｍ用（ダム用） 個 6030
ロッド・ビット類 県統一 中間ロッド ２２ｍｍ×１５００ｍｍ 本 6890
ロッド・ビット類 県統一 中間ロッド ２２ｍｍ×３０００ｍｍ 本 11600
ロッド・ビット類 県統一 中間ロッド ３２ｍｍ×３０００ｍｍ 本 25900
宮城県グリーン製品 県統一 舗装用土壌改良材（工場渡し） 素地 m3 25200
宮城県グリーン製品 県統一 舗装用土壌改良材（工場渡し） プレミックスタイプ m3 30600
宮城県グリーン製品 県統一 盛土材（石巻地区）：RCソイル（工場渡し） ３種処理土 m3 100
宮城県グリーン製品 県統一 破砕チップ（工場渡し） 暗渠疎水材、歩道舗装基材 m3 5000
宮城県グリーン製品 県統一 転落防止柵 ビームタイプＷ 木製ビームφ80*スパン3m ｍ 11300
宮城県グリーン製品 県統一 転落防止柵 ビームタイプＣ 木製ビームφ80*スパン3m ｍ 11500
宮城県グリーン製品 県統一 転落防止柵 ビームタイプＥ 木製ビームφ80*スパン3m ｍ 12400
宮城県グリーン製品 県統一 スノーポール L=1800 本 7950
宮城県グリーン製品 県統一 スノーポール L=2700 本 9710
宮城県グリーン製品 県統一 暗渠排水管（有孔管） 呼び径50 肉厚2.0 有効長4000 ｍ * 526 389
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宮城県グリーン製品 県統一 暗渠排水管（有孔管） 呼び径60 肉厚2.2 有効長4000 ｍ * 526 389
宮城県グリーン製品 県統一 暗渠排水管（有孔管） 呼び径65 肉厚2.3 有効長4000 ｍ 250
宮城県グリーン製品 県統一 暗渠排水管（有孔管） 呼び径75 肉厚2.5 有効長4000 ｍ * 526 389
宮城県グリーン製品 県統一 暗渠排水管（有孔管） 呼び径100 肉厚3.0 有効長4000 ｍ * 526 389
宮城県グリーン製品 県統一 暗渠排水管（有孔管） 呼び径125 肉厚3.3 有効長3875 ｍ * 526 389
宮城県グリーン製品 県統一 暗渠排水管（無孔管） 呼び径50 肉厚2.0 有効長4000 ｍ * 526 389
宮城県グリーン製品 県統一 暗渠排水管（無孔管） 呼び径60 肉厚2.2 有効長4000 ｍ * 526 389
宮城県グリーン製品 県統一 暗渠排水管（無孔管） 呼び径65 肉厚2.3 有効長4000 ｍ 250
宮城県グリーン製品 県統一 暗渠排水管（無孔管） 呼び径75 肉厚2.5 有効長4000 ｍ * 526 389
宮城県グリーン製品 県統一 暗渠排水管（無孔管） 呼び径100 肉厚3.0 有効長4000 ｍ * 526 389
宮城県グリーン製品 県統一 暗渠排水管（無孔管） 呼び径125 肉厚3.3 有効長3875 ｍ * 526 389
アスファルト・乳剤類 県統一 半たわみ性舗装材 （セメントミルク） Ｌ 190
アスファルト・乳剤類 県統一 アスファルト合材割増額 夜間割増 ｔ * 999
アスファルト・乳剤類 県統一 アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 Ｌ * 331 219
アスファルト・乳剤類 県統一 アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 Ｌ * 331 219
アスファルト・乳剤類 県統一 ゴム入りアスファルト乳剤 ＰＫＲ ｌ * 331 220
アスファルト・乳剤類 県統一 瀝青ゴム系接着剤 ｌ 653
アスファルト・乳剤類 県統一 リフレクション防止材 ０．３ｍ（ＰＭシート） ｍ * 335 223
アスファルト・乳剤類 県統一 路盤紙 （幅）１ｍ×（長）５０ｍ ｍ２ * 337 227
アスファルト・乳剤類 県統一 アスファルト乳剤 ＰＫ－１（普通浸透用） Ｌ * 331 219
アスファルト・乳剤類 県統一 アスファルト乳剤 ＰＫ－２（冬期浸透用） Ｌ * 331 219
アスファルト・乳剤類 県統一 アスファルト乳剤 ＭＫ－１（粗粒度骨材混合用） Ｌ * 331 219
アスファルト・乳剤類 県統一 アスファルト乳剤 ＭＫ－２（密粒度骨材混合用） Ｌ * 331 219
アスファルト・乳剤類 県統一 アスファルト乳剤 ＭＫ－３（ソイルアスファルト用） Ｌ * 331 219
アスファルト・乳剤類 県統一 特殊カットバック乳剤 プライムコート用 ｋg * 331 220
アスファルト・乳剤類 県統一 アスファルト乳剤 再生スタビ用 ｋg * 331 219
アスファルト・乳剤類 県統一 ゴム入りアスファルト乳剤 カチオン系 ｋg * 331 220
アスファルト・乳剤類 県統一 アスファルト ストレート（ローリー）針入度６０～１００ ｋg * 330 219
アスファルト・乳剤類 県統一 アスファルト 改質アスファルトⅠ型 ｋg * 332 221
アスファルト・乳剤類 県統一 アスファルト 改質アスファルトⅡ型 ｋg * 332 221
鉄筋金物・目地金物 県統一 鉄筋金網（ＳＤ２９５） Ｄ６×１５０×１５０ ｍ２ * 56
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物 膨張目地舗装厚２５ｃｍ 目地全延長当り ｍ 4040
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物 膨張目地舗装厚２８ｃｍ 目地全延長当り ｍ 4060
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物 膨張目地舗装厚３０ｃｍ 目地全延長当り ｍ 4080
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物 横収縮目地舗装厚２５ｃｍ 目地全延長当り ｍ 3410
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物 横収縮目地舗装厚２８ｃｍ 目地全延長当り ｍ 3500
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物 横収縮目地舗装厚３０ｃｍ 目地全延長当り ｍ 3530
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(ダミー目地) 縦目地２車線施工２５ｃｍ ｍ 1230
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(ダミー目地) 縦目地２車線施工２８ｃｍ ｍ 1240
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(ダミー目地) 縦目地２車線施工３０ｃｍ ｍ 1250
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(突合せ目地) 縦目地１車線施工２５ｃｍ ｍ 1530
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(突合せ目地) 縦目地１車線施工２８ｃｍ ｍ 1530
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(突合せ目地) 縦目地１車線施工３０ｃｍ ｍ 1540
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鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(タイバーメスのみ) 縦目地１車線施工２５ｃｍ ｍ 1230
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(タイバーメスのみ) 縦目地１車線施工２８ｃｍ ｍ 1230
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(タイバーメスのみ) 縦目地１車線施工３０ｃｍ ｍ 1240
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(踏掛版緩衝版) 横ダミー目地舗装厚３０ｃｍ ｍ 2950
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(踏掛版緩衝版) 横ダミー目地舗装厚３５ｃｍ ｍ 2970
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(踏掛版用ダミー) 縦目地２車線施工３５ｃｍ ｍ 1250
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(踏掛版用突合せ) 縦目地１車線施工３５ｃｍ ｍ 1590
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(摺付版用) 横突合せ目地２８ｃｍ ｍ 4870
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(摺付版用) 横突合せ目地３０ｃｍ ｍ 4850
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(摺付版用) 横突合せ目地３５ｃｍ ｍ 4860
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(摺付版用) 縦ダミー目地１５－２１ｃｍ舗装厚２８ｃｍ ｍ 1210
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(摺付版用) 縦ダミー目地１５－２３ｃｍ舗装厚３０ｃｍ ｍ 1220
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(摺付版用) 縦ダミー目地１５－３０ｃｍ踏掛版３０ｃｍ ｍ 1230
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(摺付版用) 縦ダミー目地１５－３５ｃｍ踏掛版３５ｃｍ ｍ 1230
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(摺付版用) 縦突合せ目地１５－２１ｃｍ舗装厚２８ｃｍ ｍ 1510
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(摺付版用) 縦突合せ目地１５－２３ｃｍ舗装厚３０ｃｍ ｍ 1530
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(摺付版用) 縦突合せ目地１５－３０ｃｍ踏掛版３０ｃｍ ｍ 1530
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(摺付版用) 縦突合せ目地１５－３５ｃｍ踏掛版３５ｃｍ ｍ 1540
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(緩衝版用) 縦ダミー目地２８－３０ｃｍ ｍ 1240
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(緩衝版用) 縦ダミー目地２８－３５ｃｍ ｍ 1250
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(緩衝版用) 縦ダミー目地３０－３５ｃｍ ｍ 1250
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(緩衝版用) 縦突合せ目地２８－３０ｃｍ ｍ 1530
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(緩衝版用) 縦突合せ目地２８－３５ｃｍ ｍ 1540
鉄筋金物・目地金物 県統一 目地金物(緩衝版用) 縦突合せ目地３０－３５ｃｍ ｍ 1550
芝・種子・厚層基材 県統一 種子 白クローバー ｋｇ * 569 436
芝・種子・厚層基材 県統一 種子 クリーピンググレッドフェスク ｋｇ * 569 436
芝・種子・厚層基材 県統一 種子 トールフェスク ｋｇ * 569 436
芝・種子・厚層基材 県統一 ひし形金網（亜鉛引き） 径２．０　網目５２（５０） ｍ２ * 57 76
芝・種子・厚層基材 県統一 野芝 半土付き ｍ２ * 569 436
芝・種子・厚層基材 県統一 高麗芝 ｍ２ * 569 436
芝・種子・厚層基材 県統一 人工筋芝（種子帯） 幅７ｃｍ ｍ * 570 430
芝・種子・厚層基材 県統一 人工筋芝（種子帯） 幅１０ｃｍ ｍ * 570 430
芝・種子・厚層基材 県統一 種子帯（筋芝用） 幅１５ｃｍ ｍ * 570 430
芝・種子・厚層基材 県統一 種子 めどはぎ ｋｇ * 569 436
芝・種子・厚層基材 県統一 種子 えにしだ ｋｇ * 569 436
芝・種子・厚層基材 県統一 化成肥料 6:12:08 ｋｇ * 574 437
芝・種子・厚層基材 県統一 化成肥料 15:10:07 ｋｇ 120
芝・種子・厚層基材 県統一 芝串 １００本束 束 * 569 436
芝・種子・厚層基材 県統一 アンカーピン φ９×２００ｍｍ 本 * 999
芝・種子・厚層基材 県統一 アンカーピン 径１６　Ｌ＝４００ 本 * 999
芝・種子・厚層基材 県統一 肥料 高度化成（Ｎ）１５－（Ｐ）１５－（Ｋ）１５ ｋg * 574 437
芝・種子・厚層基材 県統一 肥料 普通化成（Ｎ）８－（Ｐ）８－（Ｋ）８ ｋg * 574 437
芝・種子・厚層基材 県統一 アンカーピン 径１３　Ｌ＝２５０ 本 49
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芝・種子・厚層基材 県統一 人工芝 張芝用ワラ付幅１００ｃｍ ｍ２ * 570 430
芝・種子・厚層基材 県統一 養生材 グリーンファイバー ｋg 110
芝・種子・厚層基材 県統一 厚層基材(有機質系) 基盤材・肥料・接合材含む ｍ３ 32600
芝・種子・厚層基材 県統一 下水道汚泥利用基盤材吹付工 緑化ネット ｍ２ 280
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 ルーフアンカ　径２５×１０００ 本 4730
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 岩盤用アンカ　径２８×１０００ 本 * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 岩盤用アンカ　径３２×１０００ 本 * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材　金網 Ｚ－ＧＳ３ ４．０×５０ｍｍ ｍ２ * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材　金網 Ｚ－ＧＳ３ ３．２×５０ｍｍ ｍ２ * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材　金網 Ｚ－ＧＳ３ ２．６×５０ｍｍ ｍ２ * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材　金網 Ｚ－ＧＳ４ ５．０×５０ｍｍ ｍ２ * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材　金網 Ｚ－ＧＳ４ ４．０×５０ｍｍ ｍ２ * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材　金網 Ｚ－ＧＳ４ ３．２×５０ｍｍ ｍ２ * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材　金網 Ｚ－ＧＳ７ ４．０×５０ｍｍ ｍ２ * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材　金網 Ｚ－ＧＳ７ ３．２×５０ｍｍ ｍ２ * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 岩盤用アンカー径２２×１０００ 本 * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 羽根付アンカー径２５×１５００ 本 * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 組立アンカー　径２５×１５００ 組 11300
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 ロープ　径１８ ｍ * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 ロープ　径１６ ｍ * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 ロープ　径１４ ｍ * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 ロープ　径１２ ｍ * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 クロスグリップ　径１６用 個 * 506 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 クロスグリップ　径１２用 個 * 506 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 ワイヤーグリップ　径１６用 個 * 506
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 ワイヤーグリップ　径１２用 個 * 506
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 結合コイル４．０×７０×３００ 個 * 506 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 結合コイル３．２×５０×３００ 個 * 506 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 三方クリップ 径１８～径１６用 個 * 506 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 三方クリップ 径１４～径８用 個 * 506 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 シンブル Ａ－２０（径１６用） 個 * 506
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 シンブル Ａ－１６（径１２用） 個 * 506
落石防止網類 県統一 落石防止網部材　金網 Ｃ－ＧＳ３ ２．６×５０ｍｍ ｍ２ 790
落石防止網類 県統一 落石防止網部材　金網 Ｃ－ＧＳ３ ３．２×５０ｍｍ ｍ２ * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材　金網 Ｃ－ＧＳ３ ４．０×５０ｍｍ ｍ２ * 505 382
落石防止網類 県統一 落石防止網部材 岩盤用アンカー径２５×１０００ 本 4730
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 ５本掛　ケーブル（金網３種） ｍ * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 ５本掛　中間支柱（Ｕボルト付） 本 * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 ５本掛　端末支柱（索端金具付） 本 * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 ６本掛　ケーブル（金網３種） ｍ * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 ６本掛　中間支柱（Ｕボルト付） 本 * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 ６本掛　端末支柱（索端金具付） 本 * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 ８本掛　ケーブル（金網３種） ｍ * 508 384
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 ８本掛　中間支柱（Ｕボルト付） 本 * 508 384
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 ８本掛　端末支柱（索端金具付） 本 * 508 384
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 ９本掛　ケーブル（金網３種） ｍ 6640
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 ９本掛　中間支柱（Ｕボルト付） 本 24400
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 ９本掛　端末支柱（索端金具付） 本 155000
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 １１本掛ケーブル（金網３種） ｍ 7950
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 １１本掛中間支柱（Ｕボルト付） 本 29000
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 １１本掛端末支柱（索端金具付） 本 181000
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 １３本掛ケーブル（金網３種） ｍ 9250
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 １３本掛中間支柱（Ｕボルト付） 本 72100
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 １３本掛端末支柱（索端金具付） 本 223000
落石防止柵類 県統一 落石防止柵ＣＯ中メッキ　ステー無 ８本掛　間隔保持材（Ｕボルト付） 個所 * 508 384
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ５本掛 ケーブル（金網Ｃ－ＧＳ３） ｍ * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ６本掛 ケーブル（金網Ｃ－ＧＳ３） ｍ 4910
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ７本掛 ケーブル（金網Ｃ－ＧＳ３） ｍ * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ８本掛 ケーブル（金網Ｃ－ＧＳ３） ｍ * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ９本掛 ケーブル（金網Ｃ－ＧＳ３） ｍ 7310
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 １１本掛 ケーブル（金網Ｃ－ＧＳ３） ｍ 8720
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 １３本掛 ケーブル（金網Ｃ－ＧＳ３） ｍ 10100
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ５本掛　中間支柱（Ｕボルト付） 本 * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ６本掛　中間支柱（Ｕボルト付） 本 * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ７本掛　中間支柱（Ｕボルト付） 本 * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ８本掛　中間支柱（Ｕボルト付） 本 * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ９本掛　中間支柱（Ｕボルト付） 本 21400
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 １１本掛　中間支柱（Ｕボルト付） 本 25500
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 １３本掛　中間支柱（Ｕボルト付） 本 62900
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ５本掛　端末支柱（索端金具付） 本 * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ６本掛　端末支柱（索端金具付） 本 * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ７本掛　端末支柱（索端金具付） 本 * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ８本掛　端末支柱（索端金具付） 本 * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ９本掛　端末支柱（索端金具付） 本 141000
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 １１本掛　端末支柱（索端金具付） 本 168000
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 １３本掛　端末支柱（索端金具付） 本 203000
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ５本掛　間隔保持材（Ｕボルト付） 個所 * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ７本掛　間隔保持材（Ｕボルト付） 個所 * 508
落石防止柵類 県統一 落石防止柵　塗装仕上げ　ステー無 ８本掛　間隔保持材（Ｕボルト付） 個所 * 508
落石防止柵類 県統一 曲柱加算額 ケーブル本数３～６本 本 3100
落石防止柵類 県統一 曲柱加算額 ケーブル本数８～１１本 本 3100
落石防止柵類 県統一 曲柱加算額 ケーブル本数１３～１６本 本 5750
区画線用材 県統一 トラフィックペイント ３種１号 ビーズ１５～１８ 白 溶融型 ｋｇ * 256 200
区画線用材 県統一 トラフィックペイント ３種２号 ビーズ２０～２３ 白 溶融型 ｋｇ * 256
区画線用材 県統一 トラフィックペイント 加熱型　溶剤型　２種Ｂ　白 Ｌ * 256 200
区画線用材 県統一 トラフィックペイント 常温型　溶剤型　１種Ｂ　白 Ｌ * 256 200
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区画線用材 県統一 トラフィックペイント ３種１号 ビーズ１５～１８ 黄 鉛・フリー 溶融 ｋｇ * 256 200
区画線用材 県統一 トラフィックペイント 常温型　水性型　１種Ａ　白 Ｌ * 256 200
区画線用材 県統一 トラフィックペイント 常温型 水性型 １種Ａ 黄色（鉛・クロムフリー） Ｌ * 256 200
区画線用材 県統一 トラフィックペイント 常温型 溶剤型 １種Ｂ 黄色（鉛・クロムフリー） Ｌ * 256 200
区画線用材 県統一 トラフィックペイント 加熱型　水性型　２種Ａ　白 Ｌ * 256 200
区画線用材 県統一 トラフィックペイント 加熱型 水性型 ２種Ａ 黄色（鉛・クロムフリー） Ｌ * 256 200
区画線用材 県統一 トラフィックペイント 加熱型 溶剤型 ２種Ｂ 黄色（鉛・クロムフリー） Ｌ * 256 200
区画線用材 県統一 ガラスビーズ ０．１０６～０．８５０ｍｍ ｋｇ * 256 200
区画線用材 県統一 接着用プライマー 区画線用 ｋｇ * 256 200
区画線用材 県統一 接着用プライマー 区画線用　コンクリート舗装用 ｋｇ * 200
ガードレール 県統一 ガードレール　橋梁用（構造物用） Ｇｒ－ＢＫ－２Ｐ 塗装 ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　橋梁用（構造物用） Ｇｒ－ＢＫ－２ＰＨ 塗装 ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　橋梁用（構造物用） Ｇｒ－ＢＫ－２Ｈ 塗装 ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　橋梁用（構造物用） Ｇｒ－ＢＫ－２Ｂ 塗装 ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　橋梁用（構造物用） Ｇｒ－ＣＫ－２Ｐ 塗装 ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　橋梁用（構造物用） Ｇｒ－ＣＫ－２ＰＨ 塗装 ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　橋梁用（構造物用） Ｇｒ－ＣＫ－２Ｈ 塗装 ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　橋梁用（構造物用） Ｇｒ－ＣＫ－２Ｂ 塗装 ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　橋梁用（構造物用） Ｇｒ－ＢＫ－２Ｐ メッキ ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　橋梁用（構造物用） Ｇｒ－ＢＫ－２ＰＨ メッキ ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　橋梁用（構造物用） Ｇｒ－ＢＫ－２Ｈ メッキ ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　橋梁用（構造物用） Ｇｒ－ＢＫ－２Ｂ メッキ ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装 ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ 塗装 ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装 ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ｃ－４ＥＳ 塗装 ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装 ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ 塗装 ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 塗装 ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｃ－２ＢＳ 塗装 ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　路側用（土中用） Ｇｒ－Ｂ－４ＥＳ メッキ ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール　路側用（ＣＯ用） Ｇｒ－Ｂ－２ＢＳ メッキ ｍ * 340 235
ガードレール 県統一 ガードレール（耐雪型）　路側用 土中建込 Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ 塗装 ｍ * 347 240
ガードレール 県統一 ガードレール（耐雪型）　路側用 土中建込 Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ 塗装 ｍ * 347 240
ガードレール 県統一 ガードレール（耐雪型）　路側用 土中建込 Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ 塗装 ｍ * 347 240
ガードレール 県統一 ガードレール（耐雪型）　路側用 土中建込 Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ 塗装 ｍ * 347 240
ガードレール 県統一 ガードレール（耐雪型）　路側用 土中建込 Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ 塗装 ｍ * 347 240
ガードレール 県統一 ガードレール（耐雪型）　路側用 ＣＯ建込 Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ 塗装 ｍ * 347 240
ガードレール 県統一 ガードレール（耐雪型）　路側用 ＣＯ建込 Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ 塗装 ｍ * 347 240
ガードレール 県統一 ガードレール（耐雪型）　路側用 ＣＯ建込 Ｇｒ－Ｂ４－２Ｂ 塗装 ｍ * 347 240
ガードレール 県統一 ガードレール（耐雪型）　路側用 ＣＯ建込 Ｇｒ－Ｃ２－２Ｂ 塗装 ｍ * 347 240
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ガードレール 県統一 ガードレール（耐雪型）　路側用 ＣＯ建込 Ｇｒ－Ｃ３－２Ｂ 塗装 ｍ * 347 240
ガードレール 県統一 ガードレール（耐雪型）　路側用 土中建込 Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ ﾒｯｷ ｍ * 347 240
ガードレール 県統一 ガードレール（耐雪型）　路側用 土中建込 Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ ﾒｯｷ ｍ * 347 240
ガードレール 県統一 ガードレール（耐雪型）　路側用 土中建込 Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ ﾒｯｷ ｍ * 347 240
ガードレール 県統一 ガードレール（耐雪型）　路側用 ＣＯ建込 Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ ﾒｯｷ ｍ * 347 240
ガードレール 県統一 ガードレール（耐雪型）　路側用 ＣＯ建込 Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ ﾒｯｷ ｍ * 347 240
ガードレール 県統一 ガードレール（耐雪型）　路側用 ＣＯ建込 Ｇｒ－Ｂ４－２Ｂ ﾒｯｷ ｍ * 347 240
ガードレール部材 県統一 レール(塗装)　64.1㎏/枚 Ａ型　４．０×３５０×７５×４３３０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 レール(塗装)　34.5㎏/枚 Ａ型　４．０×３５０×７５×２３３０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 レール(塗装)　34.9㎏/枚 Ａ型　４．０×３５０×７５×２３６０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 レール(塗装)　45.5㎏/枚 Ｂ型　３．２×３５０×５０×４３３０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 レール(塗装)　24.5㎏/枚 Ｂ型　３．２×３５０×５０×２３３０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 レール(塗装)　24.8㎏/枚 Ｂ型　３．２×３５０×５０×２３６０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 レール(塗装)　32.9㎏/枚 Ｃ型　２．３×３５０×５０×４３３０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 レール(塗装)　17.7㎏/枚 Ｃ型　２．３×３５０×５０×２３３０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 レール(塗装)　17.9㎏/枚 Ｃ型　２．３×３５０×５０×２３６０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 レール(メッキ)　65.8㎏/枚 Ａ型　４．０×３５０×７５×４３３０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 レール(メッキ)　34.5㎏/枚 Ａ型　４．０×３５０×７５×２３３０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 レール(メッキ)　35.9㎏/枚 Ａ型　４．０×３５０×７５×２３６０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 レール(メッキ)　46.8㎏/枚 Ｂ型　３．２×３５０×５０×４３３０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 レール(メッキ)　25.2㎏/枚 Ｂ型　３．２×３５０×５０×２３３０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 レール(メッキ)　25.5㎏/枚 Ｂ型　３．２×３５０×５０×２３６０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 袖レール(巻袖 塗装)　6.56㎏/枚 Ｃ型　２．３×３８２×６６０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 袖レール(巻袖 メッキ)　9.42㎏/枚 Ｂ型　３．２×３８２×６６０ 枚 * 344 236
ガードレール部材 県統一 レール(耐雪型 塗装)　35㎏/枚 Ｂ型　３．２×３５０×３３３０ 枚 * 349 240
ガードレール部材 県統一 レール(耐雪型 塗装)　45.5㎏/枚 Ｂ型　３．２×３５０×４３３０ 枚 * 349 240
ガードレール部材 県統一 レール(耐雪型 メッキ)　36㎏/枚 Ｂ型　３．２×３５０×３３３０ 枚 * 349 240
ガードレール部材 県統一 レール(耐雪型 メッキ)　46.8㎏/枚 Ｂ型　３．２×３５０×４３３０ 枚 * 349 240
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　17.3㎏/本 Ａｋ－２Ｐ ４．５×１３９．８×８９０ 本 8270
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　18.6㎏/本 Ａｋ－２Ｈ ４．５×１３９．８×１１５０ 本 8900
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　21㎏/本 Ａｋ－２ＰＨ ４．５×１３９．８×１０９０ 本 10000
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　28㎏/本 Ａｍ－４Ｅ ４．５×１１４．３×２２５０ 本 * 345 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　27.4㎏/本 Ｂ－４Ｅ ４．５×１１４．３×２２００ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　26.1㎏/本 Ｃ－４Ｅ ４．５×１１４．３×２１００ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　14.4㎏/本 Ｂｍ－２Ｂ ４．５×１１４．３×１１５０ 本 * 345 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　13.8㎏/本 Ｂ－２Ｂ ４．５×１１４．３×１１００ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　13.8㎏/本 Ｃ－２Ｂ ４．５×１１４．３×１１００ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　12㎏/本 Ｂｋ－２Ｂ ４．５×１１４．３×９５０ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　12㎏/本 Ｃｋ－２Ｂ ４．５×１１４．３×９５０ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　14.6㎏/本 Ｂｋ－２Ｐ ４．５×１１４．３×８９０ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　14.6㎏/本 Ｃｋ－２Ｐ ４．５×１１４．３×８９０ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　15.2㎏/本 Ｂｋ－２Ｈ ４．５×１１４．３×１１５０ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　15.2㎏/本 Ｃｋ－２Ｈ ４．５×１１４．３×１１５０ 本 * 344 236
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ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　17.9㎏/本 Ｂｋ－２ＰＨ ４．５×１１４．３×１０９０ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　17.9㎏/本 Ｃｋ－２ＰＨ ４．５×１１４．３×１０９０ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(メッキ)　17.6㎏/本 Ａｋ－２Ｐ ４．５×１３９．８×８９０ 本 8720
ガードレール部材 県統一 直支柱(メッキ)　18.9㎏/本 Ａｋ－２Ｈ ４．５×１３９．８×１１５０ 本 9340
ガードレール部材 県統一 直支柱(メッキ)　21.4㎏/本 Ａｋ－２ＰＨ ４．５×１３９．８×１０９０ 本 10500
ガードレール部材 県統一 直支柱(メッキ)　28.6㎏/本 Ａｍ－４Ｅ ４．５×１１４．３×２２５０ 本 * 345 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(メッキ)　28㎏/本 Ｂ－４Ｅ ４．５×１１４．３×２２００ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(メッキ)　14.8㎏/本 Ｂｍ－２Ｂ ４．５×１１４．３×１１５０ 本 * 345 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(メッキ)　14.2㎏/本 Ｂ－２Ｂ ４．５×１１４．３×１１００ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(メッキ)　12.3㎏/本 Ｂｋ－２Ｂ ４．５×１１４．３×９５０ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(メッキ)　14.9㎏/本 Ｂｋ－２Ｐ ４．５×１１４．３×８９０ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(メッキ)　15.7㎏/本 Ｂｋ－２Ｈ ４．５×１１４．３×１１５０ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(メッキ)　18.2㎏/本 Ｂｋ－２ＰＨ ４．５×１１４．３×１０９０ 本 * 344 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(耐雪型 塗装)　27.4㎏/本 ４．５×１１４．３×２２００ 本 * 349 240
ガードレール部材 県統一 直支柱(耐雪型 塗装)　13.8㎏/本 ４．５×１１４．３×１１００ 本 * 349 240
ガードレール部材 県統一 直支柱(耐雪型 メッキ)　28㎏/本 ４．５×１１４．３×２２００ 本 * 349 240
ガードレール部材 県統一 直支柱(耐雪型 メッキ)　14.2㎏/本 ４．５×１１４．３×１１００ 本 * 349 240
ガードレール部材 県統一 支柱継手ボルト(塗装)　0.52㎏/本 耐雪型　Ｍ２０×１４５ 本 * 240
ガードレール部材 県統一 支柱継手ボルト(メッキ)　0.52㎏/本 耐雪型　Ｍ２０×１４５ 本 * 349 240
ガードレール部材 県統一 ビームボルト(塗装)　0.12㎏/本 耐雪型　Ｍ１６×３５ 本 * 240
ガードレール部材 県統一 ビームボルト(メッキ)　0.12㎏/本 耐雪型　Ｍ１６×３５ 本 * 349 240
ガードレール部材 県統一 ブラケット(塗装)　0.93㎏/個 ４．５×７０×３１×３００ 個 * 345 236
ガードレール部材 県統一 ブラケット(メッキ)　0.95㎏/個 ４．５×７０×３１×３００ 個 * 345 236
ガードレール部材 県統一 ボルト･ナット(塗装)　0.57㎏/本 Ａ・Ａｍ用　Ｍ２０×１７０ 本 * 236
ガードレール部材 県統一 ボルト･ナット(塗装)　0.53㎏/本 Ｂ・Ｃ用　Ｍ２０×１４５ 本 * 236
ガードレール部材 県統一 ボルト･ナット(塗装)　0.53㎏/本 Ａｍ・Ｂｍ用　Ｍ２０×１４５ 本 * 236
ガードレール部材 県統一 ボルト･ナット(塗装)　0.12㎏/本 Ａ・Ｂ・Ｃ用　Ｍ１６×３５ 本 * 236
ガードレール部材 県統一 ボルト･ナット(メッキ)　0.57㎏/本 Ａ・Ａｍ用　Ｍ２０×１７０ 本 * 345 236
ガードレール部材 県統一 ボルト･ナット(メッキ)　0.53㎏/本 Ｂ・Ｃ用　Ｍ２０×１４５ 本 * 345 236
ガードレール部材 県統一 ボルト･ナット(メッキ)　0.53㎏/本 Ａｍ・Ｂｍ用　Ｍ２０×１４５ 本 * 345 236
ガードレール部材 県統一 ボルト･ナット(メッキ)　0.12㎏/本 Ａ・Ｂ・Ｃ用　Ｍ１６×３５ 本 * 345 236
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　36.9㎏/本 Ａｍ－４Ｅ（狭） ４．５×１３９．８×２４００ 本 * 345 999
ガードレール部材 県統一 直支柱(塗装)　17.9㎏/本 Ａｍ－２Ｂ（狭） ４．５×１３９．８×１１５０ 本 * 345 999
ガードレール部材 県統一 直支柱(メッキ)　37.6㎏/本 Ａｍ－４Ｅ（狭） ４．５×１３９．８×２４００ 本 * 345 999
ガードレール部材 県統一 直支柱(メッキ)　18.2㎏/本 Ａｍ－２Ｂ（狭） ４．５×１３９．８×１１５０ 本 * 345 999
ガードレール部材 県統一 笠木(塗装)　12.2㎏/本 Ａ・Ｂ・Ｃ　３．２×１５０×５０×２０００ 本 * 236
ガードレール部材 県統一 笠木(塗装)　24.4㎏/本 Ａ・Ｂ・Ｃ　３．２×１５０×５０×４０００ 本 * 236
ガードレール部材 県統一 笠木(塗装)　1㎏/本 Ａ・Ｂ・Ｃ　３．２×１５０×５０×１５０ 本 * 236
ガードレール部材 県統一 笠木(メッキ)　12.6㎏/本 Ａ・Ｂ・Ｃ　３．２×１５０×５０×２０００ 本 * 236
ガードレール部材 県統一 笠木(メッキ)　25.1㎏/本 Ａ・Ｂ・Ｃ　３．２×１５０×５０×４０００ 本 * 236
ガードレール部材 県統一 笠木(メッキ)　1㎏/本 Ａ・Ｂ・Ｃ　３．２×１５０×５０×１５０ 本 * 236
ガードレール部材 県統一 スコッチテープ(塗装) １３９．８φ用 枚 210
ガードレール部材 県統一 スコッチテープ(塗装) １１４．３φ用 枚 180
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ガードレール部材 県統一 スコッチテープ(メッキ) １３９．８φ用 枚 210
ガードレール部材 県統一 スコッチテープ(メッキ) １１４．３φ用 枚 180
ガードレール部材 県統一 デリネーター(塗装) 0.4㎏/個 個 1600
ガードレール部材 県統一 デリネーター(メッキ) 0.4㎏/個 個 1780
ガードレール部材 県統一 笠木継手ボルト･ナット(塗装) Ａｋ・Ｂｋ・Ｃｋ用　Ｍ１２×２５　0.1㎏/本 本 170
ガードレール部材 県統一 笠木継手ボルト･ナット(メッキ) Ａｋ・Ｂｋ・Ｃｋ用　Ｍ１２×２５　0.1㎏/本 本 170
ガードレール部材 県統一 アンカーボルト(塗装) 橋梁用　Ｍ２２×１４０　0.65㎏/本 本 * 236
ガードレール部材 県統一 アンカーボルト(メッキ) 橋梁用　Ｍ２２×１４０　0.65㎏/本 本 * 236
ガードレール部材 県統一 ブラケット(塗装) 耐雪型　６．０×１２０×３００　2.09㎏/個 個 * 349 240
ガードレール部材 県統一 ブラケット(メッキ) 耐雪型　６．０×１２０×３００　2.12㎏/個 個 * 349 240
ガードレール部材 県統一 補強金具(塗装) 耐雪型　６．０×７５．５×３００　3.73㎏/個 個 * 349 240
ガードレール部材 県統一 補強金具(メッキ) 耐雪型　６．０×７５．５×３００　3.96㎏/個 個 * 349 240
ガードレール加算額 県統一 加算額(白色以外) 路側用、歩道用、橋梁用　１色　１００ｍ以上 ｍ 1190
ガードレール加算額 県統一 加算額(白色以外) 路側用、歩道用、橋梁用　１色　１００ｍ未満 ｍ 1530
ガードレール加算額 県統一 加算額(白色以外) 路側用、歩道用、橋梁用　２色 ｍ 2550
ガードレール加算額 県統一 加算額(白色以外) 分離帯用　１００ｍ未満 ｍ 2290
ガードレール加算額 県統一 加算額(白色以外) 分離帯用　１００ｍ以上 ｍ 1780
ガードレール加算額 県統一 ビーム加算額(曲げ加工) 加工半径６ｍ以上　ｔ＝４ｍｍ 枚 * 340 235
ガードレール加算額 県統一 ビーム加算額(曲げ加工) 加工半径５ｍ以上　ｔ＝３．２ｍｍ 枚 * 340 235
ガードレール加算額 県統一 ビーム加算額(曲げ加工) 加工半径５ｍ以上　ｔ＝２．３ｍｍ 枚 * 340 235
ガードレール加算額 県統一 支柱加算額(曲げ加工) 外径　１１４．３ｍｍ 本 * 340 239
ガードレール加算額 県統一 支柱加算額(曲げ加工) 外径　１３９．８ｍｍ 本 * 340 235
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　標準型 Gc-A-E 塗装 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型 Gc-A 塗装 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　標準型 Gc-B-E 塗装 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型 Gc-B 塗装 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　標準型 Gc-C-E 塗装 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型 Gc-C 塗装 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　ケーブル　標準・耐雪型 Gc-A ﾒｯｷ 5条 ｍ * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　標準型 Gc-A-E ﾒｯｷ 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型 Gc-A ﾒｯｷ 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　ケーブル　標準・耐雪型 Gc-B ﾒｯｷ 4条 ｍ * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　標準型 Gc-B-E ﾒｯｷ 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型 Gc-B ﾒｯｷ 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　ケーブル　標準・耐雪型 Gc-C ﾒｯｷ 3条 ｍ * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　標準型 Gc-C-E ﾒｯｷ 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型 Gc-C ﾒｯｷ 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　標準型 Gc-Bm-E 塗装 本 * 341 999
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型 Gc-Bm 塗装 本 * 341 999
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　ケーブル　標準・耐雪型 Gc-Bm ﾒｯｷ 6条 ｍ * 341 999
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　標準型 Gc-Bm-E ﾒｯｷ 本 * 341 999
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　端末支柱　標準・耐雪型 Gc-Bm ﾒｯｷ 本 * 341 999
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　耐雪型 Gc-A-E 塗装 本 * 347 241
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ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　耐雪型 Gc-B-E 塗装 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　耐雪型 Gc-C-E 塗装 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　耐雪型 Gc-A-E ﾒｯｷ 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　耐雪型 Gc-B-E ﾒｯｷ 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　耐雪型 Gc-C-E ﾒｯｷ 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　標準型 Gc-A-B 塗装 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　標準型 Gc-B-B 塗装 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　標準型 Gc-C-B 塗装 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　標準型 Gc-A-B ﾒｯｷ 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　標準型 Gc-B-B ﾒｯｷ 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　標準型 Gc-C-B ﾒｯｷ 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　標準型 Gc-Bm-B 塗装 本 * 341 999
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　標準型 Gc-Bm-B ﾒｯｷ 本 * 341 999
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　耐雪型 Gc-A-B 塗装 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　耐雪型 Gc-B-B 塗装 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　耐雪型 Gc-C-B 塗装 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　耐雪型 Gc-A-B ﾒｯｷ 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　耐雪型 Gc-B-B ﾒｯｷ 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　中間支柱　耐雪型 Gc-C-B ﾒｯｷ 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　端末補助支柱　耐雪型 Gc-A-E 塗装 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　端末補助支柱　耐雪型 Gc-B-E 塗装 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　端末補助支柱　耐雪型 Gc-C-E 塗装 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　端末補助支柱　耐雪型 Gc-A-E ﾒｯｷ 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　端末補助支柱　耐雪型 Gc-B-E ﾒｯｷ 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル　端末補助支柱　耐雪型 Gc-C-E ﾒｯｷ 本 * 347 241
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル（土中建）中間支柱 離脱型　Ｂ種　塗装　46.5㎏/本 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル（土中建）中間支柱 離脱型　Ｃ種　塗装　41.8㎏/本 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル（土中建）中間支柱 離脱型　Ｂ種　メッキ　46.5㎏/本 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル（土中建）中間支柱 離脱型　Ｃ種　メッキ　41.8㎏/本 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル（ＣＯ建）中間端末支柱　135㎏/本 デルタ型　Ｂ種　5.0×165.2φ×1485　塗装 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル（ＣＯ建）中間端末支柱　86㎏/本 デルタ型　Ｃ種　4.5×139.8φ×1365　塗装 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル（ＣＯ建）中間端末支柱　135㎏/本 デルタ型　Ｂ種　5.0×165.2φ×1485　メッキ 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル（ＣＯ建）中間端末支柱　86㎏/本 デルタ型　Ｃ種　4.5×139.8φ×1365　メッキ 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル（ＣＯ建）中間支柱 離脱型　Ｂ種　塗装　31.3㎏/本 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル（ＣＯ建）中間支柱 離脱型　Ｃ種　塗装　28㎏/本 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル（ＣＯ建）中間支柱 離脱型　Ｂ種　メッキ　31.3㎏/本 本 * 341 237
ガードケーブル 県統一 ガードケーブル（ＣＯ建）中間支柱 離脱型　Ｃ種　メッキ　28㎏/本 本 * 341 237
ガードケーブル加算額 県統一 加算額(白色以外) ブラケット　１００ｍ未満 ケ 1820
ガードケーブル加算額 県統一 加算額(白色以外) ブラケット　１００ｍ以上 ケ 1560
ガードケーブル加算額 県統一 加算額(白色以外) 中間支柱　１００ｍ未満 本 2610
ガードケーブル加算額 県統一 加算額(白色以外) 中間支柱　１００ｍ以上 本 2080
ガードケーブル加算額 県統一 加算額(白色以外) 端末支柱 本 4170
ガードケーブル加算額 県統一 加算額(曲げ加工) 種別　Ａ　（１３９．８φ） 本 * 341 237
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ガードケーブル加算額 県統一 加算額(曲げ加工) 種別　Ｂ・Ｃ　（１１４．３φ） 本 * 341 237
ガードケーブル加算額 県統一 中間支柱加算額(支柱長さ) 種別　Ａ　（１３９．８φ）　１２０ｍｍ増す毎 120mm * 341 237
ガードケーブル加算額 県統一 中間支柱加算額(支柱長さ) 種別　Ｂ・Ｃ　（１１４．３φ）　１２０ｍｍ増す毎 120mm * 341 237
ガードパイプ 県統一 ガードパイプ（歩道用）土中用 ＧＰ－ＡＰ－２Ｅ 塗装 ｍ * 342 239
ガードパイプ 県統一 ガードパイプ（歩道用）土中用 ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ 塗装 27.5㎏/m ｍ * 342 239
ガードパイプ 県統一 ガードパイプ（歩道用）土中用 ＧＰ－ＣＰ－２Ｅ 塗装 24.3㎏/ｍ ｍ * 342 239
ガードパイプ 県統一 ガードパイプ（歩道用）ＣＯ用 ＧＰ－ＡＰ－２Ｂ 塗装 ｍ * 342 239
ガードパイプ 県統一 ガードパイプ（歩道用）ＣＯ用 ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ 塗装 20.7㎏/ｍ ｍ * 342 239
ガードパイプ 県統一 ガードパイプ（歩道用）ＣＯ用 ＧＰ－ＣＰ－２Ｂ 塗装 18㎏/m ｍ * 342 239
ガードパイプ 県統一 ガードパイプ（歩道用）土中用 ＧＰ－ＡＰ－２Ｅ メッキ ｍ * 342 239
ガードパイプ 県統一 ガードパイプ（歩道用）土中用 ＧＰ－ＢＰ－２Ｅ メッキ 28.2㎏/m ｍ * 342 239
ガードパイプ 県統一 ガードパイプ（歩道用）ＣＯ用 ＧＰ－ＡＰ－２Ｂ メッキ ｍ * 342 239
ガードパイプ 県統一 ガードパイプ（歩道用）ＣＯ用 ＧＰ－ＢＰ－２Ｂ メッキ 21.1㎏/m ｍ * 342 239
ガードパイプ 県統一 加算額(白色以外) １００ｍ未満 ｍ 1560
ガードパイプ 県統一 加算額(白色以外) １００ｍ以上 ｍ 1210
ガードパイプ 県統一 加算額(曲げ加工) 本 * 342 239
ガードパイプ部材 県統一 ビームパイプ(塗装) ＢＰ３．２×４８．６×４０００　14.3㎏/本 本 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 ビームパイプ(塗装) ＣＰ２．４×４８．６×４０００　11㎏/本 本 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 ビームパイプ(メッキ) ＢＰ３．２×４８．６×４０００　14.7㎏/本 本 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 支柱(塗装)　28.6㎏/本 ＢＰ－２Ｅ４．５×１１４．３×２３００ 本 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 支柱(塗装)　27.4㎏/本 ＣＰ－２Ｅ４．５×１１４．３×２２００ 本 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 支柱(塗装)　15.1㎏/本 ＢＰ－２Ｂ４．５×１１４．３×１２００ 本 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 支柱(塗装)　15.1㎏/本 ＣＰ－２Ｂ４．５×１１４．３×１２００ 本 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 支柱(メッキ)　29.3㎏/本 ＢＰ－２Ｅ ４．５×１１４．３×２３００ 本 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 支柱(メッキ)　15.4㎏/本 ＢＰ－２Ｂ ４．５×１１４．３×１２００ 本 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 インナースリーブ(塗装) ＢＰ　４．３×４０×２６４　0.92㎏/枚 枚 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 インナースリーブ(塗装) ＣＰ　３．０×４２×２６４　0.71㎏/枚 枚 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 インナースリーブ(メッキ) ＢＰ　４．３×４０×２６４　0.94㎏/枚 枚 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 接合部ブラケット(塗装)　0.33㎏/枚 ＢＰ、ＣＰ　３．２×４８．６×６０×８０ 枚 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 接合部ブラケット(メッキ)　0.34㎏/枚 ＢＰ、ＣＰ　３．２×４８．６×６０×８０ 枚 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 中間ブラケット(塗装)　0.27㎏/枚 ＢＰ、ＣＰ　３．２×５１．８×６０×８０ 枚 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 中間ブラケット(メッキ)　0.28㎏/枚 ＢＰ、ＣＰ　３．２×５１．８×６０×８０ 枚 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 袖ビーム(塗装) ＢＰ　４．３×４０×２２３．３　0.92㎏/個 個 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 袖ビーム(塗装) ＣＰ　３．０×４２×２２３．３　0.76㎏/個 個 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 袖パイプ(メッキ) ＢＰ　４．３×４０×２２３．３　0.94㎏/枚 枚 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 ボルト､ナット(塗装) ＢＰ　Ｍ１６×１４０　0.29㎏/本 本 * 239
ガードパイプ部材 県統一 ボルト､ナット(塗装) ＢＰ、ＣＰ　Ｍ１４×７０　0.14㎏/本 本 * 239
ガードパイプ部材 県統一 ボルト､ナット(メッキ) ＢＰ　Ｍ１６×１４０　0.29㎏/本 本 * 346 239
ガードパイプ部材 県統一 ボルト､ナット(メッキ) ＢＰ、ＣＰＭ１４×７０　0.14㎏/本 本 * 346 239
ガードパイプ（Ｐ種） 県統一 ガードパイプ(Ｐ種 転落防止柵) スパン３ｍ、４段（土中用） ｍ * 353 246
ガードパイプ（Ｐ種） 県統一 ガードパイプ(Ｐ種 転落防止柵) スパン３ｍ、４段（独立基礎用） ｍ * 353 246
ガードパイプ（Ｐ種） 県統一 ガードパイプ(Ｐ種 転落防止柵) スパン３ｍ、４段（コンクリート用） ｍ * 353 246
ガードパイプ（Ｐ種） 県統一 ガードパイプ(Ｐ種 横断防止柵) スパン３ｍ、３段（土中用） ｍ * 351 244

34 ケ項欄の「999」は，Web建設物価掲載単価



種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
ガードパイプ（Ｐ種） 県統一 ガードパイプ(Ｐ種 横断防止柵) スパン３ｍ、３段（独立基礎用） ｍ * 351 244
ガードパイプ（Ｐ種） 県統一 ガードパイプ(Ｐ種 横断防止柵) スパン３ｍ、３段（コンクリート用） ｍ * 351 244
ガードパイプ（Ｐ種） 県統一 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ P種 加算額(白色以外) 景観3色、柵高1100mm ｍ 700
ガードパイプ（Ｐ種） 県統一 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ P種 加算額(白色以外) 景観3色、柵高800mm ｍ 600
標識板類 県統一 標識板(案内) カプセルレンズ型 ｍ２ * 358 230
標識板類 県統一 標識板(案内) 封入レンズ型 ｍ２ * 358 230
標識板類 県統一 標識板(路線番号) カプセルレンズ型 ｍ２ * 358 230
標識板類 県統一 標識板(路線番号) 封入レンズ型 ｍ２ * 358 230
標識板類 県統一 標識板(警戒) カプセルレンズ型 ｍ２ * 358 230
標識板類 県統一 標識板(警戒) 封入レンズ型 ｍ２ * 358 230
標識板類 県統一 案内標識板取付金具 ０．５ｍ２以上１．０ｍ２未満 ｍ２ * 358 230
標識板類 県統一 案内標識板取付金具 １．０ｍ２以上２．５ｍ２未満 ｍ２ * 358 230
標識板類 県統一 案内標識板取付金具 ２．５ｍ２以上 ｍ２ * 358 230
標識板類 県統一 標識板(封入レンズ型) 標識番号１１８倍率１．０倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(封入レンズ型) 標識番号１１８倍率１．３倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(封入レンズ型) 標識番号１１８倍率１．６倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(封入レンズ型) 標識番号１１８倍率２．０倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(封入レンズ型) 標識番号１１８－２倍率１．０倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(封入レンズ型) 標識番号１１８－２倍率１．３倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(封入レンズ型) 標識番号１１８－２倍率１．６倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(封入レンズ型) 標識番号１１８－２倍率２．０倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(封入レンズ型) 標識番号２０１～２１５倍率１．０倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(封入レンズ型) 標識番号２０１～２１５倍率１．３倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(封入レンズ型) 標識番号２０１～２１５倍率１．６倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(封入レンズ型) 標識番号２０１～２１５倍率２．０倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(カプセルレンズ型) 標識番号１１８倍率１．０倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(カプセルレンズ型) 標識番号１１８倍率１．３倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(カプセルレンズ型) 標識番号１１８倍率１．６倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(カプセルレンズ型) 標識番号１１８倍率２．０倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(カプセルレンズ型) 標識番号１１８－２倍率１．０倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(カプセルレンズ型) 標識番号１１８－２倍率１．３倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(カプセルレンズ型) 標識番号１１８－２倍率１．６倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(カプセルレンズ型) 標識番号１１８－２倍率２．０倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(カプセルレンズ型) 標識番号２０１～２１５倍率１．０倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(カプセルレンズ型) 標識番号２０１～２１５倍率１．３倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(カプセルレンズ型) 標識番号２０１～２１５倍率１．６倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(カプセルレンズ型) 標識番号２０１～２１５倍率２．０倍 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板取付Ｕ型バンド １．０倍アルミ製６０．５φ×３×４０（ボルト共） 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板取付Ｕ型バンド １．３倍アルミ製７６．３φ×３×４０（ボルト共） 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板取付Ｕ型バンド １．６倍アルミ製７６．３φ×５×５０（ボルト共） 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板取付Ｕ型バンド ２．０倍アルミ製８９．１φ×５×５０（ボルト共） 枚 * 358 230
標識板類 県統一 標識板(規制封入レンズ型) ３０１～３２５の４倍率１．０倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制封入レンズ型) ３２６－Ａ～Ｂ倍率１．０倍アルミ製 枚 * 358 231
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標識板類 県統一 標識板(規制封入レンズ型) ３２７（０．９×１．２）倍率１．０倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制封入レンズ型) ３２７の2～3(０．９×０．９)倍率１．０倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制封入レンズ型) ３２９～３３０１．０倍アル製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制封入レンズ型) ３０１～３２５の４倍率１．５倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制封入レンズ型) ３２６－Ａ～Ｂ倍率１．５倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制封入レンズ型) ３２７（０．９×１．２）倍率１．５倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制封入レンズ型) ３２７の2～3(０．９×０．９)倍率１．５倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制封入レンズ型) ３２９～３３０１．５倍アル製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制カプセルレンズ型) ３０１～３２５の４倍率１倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制カプセルレンズ型) ３２６－Ａ～Ｂ倍率１倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制カプセルレンズ型) ３２７（０．９×１．２）倍率１倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制カプセルレンズ型) ３２７の2～3(０．９×０．９)倍率１倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制カプセルレンズ型) ３２９～３３０１倍アル製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制カプセルレンズ型) ３０１～３２５の４倍率１．５倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制カプセルレンズ型) ３２６－Ａ～Ｂ倍率１．５倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制カプセルレンズ型) ３２７（０．９×１．２）倍率１．５倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制カプセルレンズ型) ３２７の2～3(０．９×０．９)倍率１．５倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(規制カプセルレンズ型) ３２９～３３０１．５倍アル製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(指示封入レンズ型) ４０１～４０５倍率１．０倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(指示封入レンズ型) ４０６（０．９×０．９）倍率１．０倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(指示封入レンズ型) ４０７－Ａ～Ｂ倍率１．０倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(指示封入レンズ型) ４０９－Ａ倍率１．０倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(指示封入レンズ型) ４０９－Ｂ（４００φ）倍率１．０倍アルミ製 枚 12500
標識板類 県統一 標識板(指示封入レンズ型) ４０１～４０５倍率１．５倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(指示封入レンズ型) ４０６（０．９×０．９）倍率１．５倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(指示封入レンズ型) ４０７－Ａ～Ｂ倍率１．５倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(指示カプセルレンズ型) ４０１～４０５倍率１倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(指示カプセルレンズ型) ４０６（０．９×０．９）倍率１倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(指示カプセルレンズ型) ４０７－Ａ～Ｂ倍率１倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(指示カプセルレンズ型) ４０１～４０５倍率１．５倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(指示カプセルレンズ型) ４０６（０．９×０．９）倍率１．５倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(指示カプセルレンズ型) ４０７－Ａ～Ｂ倍率１．５倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(補助封入レンズ型) １２０×４００倍率１．０倍アルミ製 枚 1580
標識板類 県統一 標識板(補助封入レンズ型) １５０×４００倍率１．０倍アルミ製 枚 1990
標識板類 県統一 標識板(補助封入レンズ型) ２２０×４００倍率１．０倍アルミ製 枚 2920
標識板類 県統一 標識板(補助封入レンズ型) ３００×４００倍率１．０倍アルミ製 枚 3980
標識板類 県統一 標識板(補助封入レンズ型) ５０７－Ｃ（４００φ）倍率１．０倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(補助封入レンズ型) １２０×４００倍率１．５倍アルミ製 枚 2360
標識板類 県統一 標識板(補助封入レンズ型) １５０×４００倍率１．５倍アルミ製 枚 2760
標識板類 県統一 標識板(補助封入レンズ型) ２２０×４００倍率１．５倍アルミ製 枚 4140
標識板類 県統一 標識板(補助カプセルレンズ型) １２０×４００倍率１倍アルミ製 枚 2200
標識板類 県統一 標識板(補助カプセルレンズ型) １５０×４００倍率１倍アルミ製 枚 2750
標識板類 県統一 標識板(補助カプセルレンズ型) ２２０×４００倍率１倍アルミ製 枚 4030
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標識板類 県統一 標識板(補助カプセルレンズ型) ３００×４００倍率１倍アルミ製 枚 5520
標識板類 県統一 標識板(補助カプセルレンズ型) ５０７－Ｃ（４００φ）倍率１倍アルミ製 枚 * 358 231
標識板類 県統一 標識板(補助カプセルレンズ型) １２０×４００倍率１．５倍アルミ製 枚 4150
標識板類 県統一 標識板(補助カプセルレンズ型) １５０×４００倍率１．５倍アルミ製 枚 5220
標識板類 県統一 標識板(補助カプセルレンズ型) ２２０×４００倍率１．５倍アルミ製 枚 7760
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×２．３×３０００ 本 * 358 231
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×２．３×３３００ 本 * 358 231
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×２．３×３５００ 本 * 358 231
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×２．３×４０００ 本 * 231
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×２．３×４２００ 本 * 231
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×２．８×３３００ 本 8140
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×２．８×３５００ 本 8630
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×２．８×４０００ 本 9870
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×２．８×４２００ 本 * 358 231
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×３．２×４０００ 本 11200
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×３．２×４２００ 本 * 358 231
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ６０．５φ×３．２×４５００ 本 * 231
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ７６．３φ×２．８×３５００ 本 * 358 231
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ７６．３φ×２．８×４０００ 本 * 358 231
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ７６．３φ×２．８×４２００ 本 13200
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ７６．３φ×２．８×４５００ 本 14100
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ７６．３φ×３．２×３５００ 本 * 358 231
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ７６．３φ×３．２×４０００ 本 * 358 231
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ７６．３φ×３．２×４５００ 本 * 358 231
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ８９．１φ×３．２×４０００ 本 * 358
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ８９．１φ×３．２×４５００ 本 18900
標識ポール 県統一 標識ポール(直柱単柱式) ８９．１φ×３．２×５０００ 本 21000
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号２０１６０．５φ×２．８×３８００ 本 11200
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号２０２７６．３φ×２．８×４２００ 本 15800
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号２０３　６０．５φ×２．３×３８００ 本 9650
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号２０４　６０．５φ×２．３×４１００ 本 10200
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号２０５　６０．５φ×２．３×４２００ 本 10400
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号２０６　７６．３φ×２．８×４５００ 本 16700
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号２０７　６０．５φ×２．３×３９００ 本 9850
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号２０８　６０．５φ×３．２×４１００ 本 13300
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号２０９　７６．３φ×３．２×４３００ 本 17900
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号２１０　８９．１φ×３．２×４８００ 本 23300
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号３０３　８９．１φ×３．２×４０００ 本 20000
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号３０４　８９．１φ×３．２×４３００ 本 21200
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号３０５　８９．１φ×３．２×４５００ 本 22100
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号３０６　８９．１φ×４．２×４８００ 本 29200
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号３０７　８９．１φ×３．２×４４００ 本 21600
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号３０８　８９．１φ×３．２×４７００ 本 22900
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号３０９　８９．１φ×３．２×４９００ 本 23700
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号３１０８９．１φ×４．２×５２００ 本 31400
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号３１１８９．１φ×３．２×４８００ 本 23300
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号３１２８９．１φ×３．２×５１００ 本 24600
標識ポール 県統一 標識ポール(曲柱単柱式) 記号３１３８９．１φ×４．２×５０００ 本 30300
標識支柱 県統一 道路標識柱　オーバーハング　鋼管 Ｆ型　逆Ｌ型　Ｔ型　亜鉛メッキ ｔ * 358 232
標識支柱 県統一 道路標識柱　オーバーヘッド　鋼管 トラス型　亜鉛メッキ ｔ * 358 232
標識支柱 県統一 道路標識柱（アンカー） Ｋｇ * 80 95
工事用標識類 県統一 工事名標示板 鋼製支柱付１４０×１１０ｃｍ（書込共） 枚 8500
工事用標識類 県統一 工事名標示板 合成樹脂製支柱付１４０×１１０ｃｍ（書込共） 枚 8500
工事用標識類 県統一 昼夜間標示板 鋼製２５×１１０ｃｍ 枚 1120
工事用標識類 県統一 迂回路標示板 鋼製支柱付１４０×１１０ｃｍ（書込共） 枚 8500
工事用標識類 県統一 迂回路標示板 合成樹脂製支柱付１４０×１１０ｃｍ（書込共） 枚 8500
工事用標識類 県統一 工事箇所予告標示板 鋼製支柱付１２０×８０ｃｍ 枚 5400
工事用標識類 県統一 標示板(片側交互交通) 合成樹脂製４６×１００ｃｍ 枚 5800
工事用標識類 県統一 ポール式保安灯 赤色又は黄色台付Ｈ＝１．０ｍ 本 * 234
工事用標識類 県統一 バリケード 鋼製反射型８００×１２００ｍｍ 個 1920
工事用標識類 県統一 セイフティーコーン Ｈ＝７０ｃｍ反射型 個 4800
工事用標識類 県統一 回転灯 黄１００Ｖ三脚付 個 12000
工事用標識類 県統一 簡易信号機 １００Ｖ２基制御器１ケ（工事用） 組 120000
工事用標識類 県統一 コード 信号機用３芯 ｍ 64
工事用標識類 県統一 電池 特殊棒電池３Ｖ 個 400
工事用標識類 県統一 内部照明誘導標示板 １８００×２０００回転灯付 基 110000
工事用標識類 県統一 内部照明誘導標示板 １２００×１６００回転灯付 基 75000
工事用標識類 県統一 工事用標識支柱 Ｈ＝１８０ｃｍ　コンクリート台付 本 1920
工事用標識類 県統一 チューブ式保安灯 ３０Ｗ－１０ｍ 本 5850
カーブミラー 県統一 カーブミラー φ８００　丸型（アクリル） 基 * 359 233
カーブミラー 県統一 カーブミラー φ１０００　丸型（アクリル） 基 * 359 233
カーブミラー 県統一 カーブミラー φ８００　丸型　鏡面移動調節式（ステンレス） 基 * 359 233
カーブミラー 県統一 カーブミラー φ１０００　丸型　鏡面移動調節式（ステンレス） 基 * 359 233
カーブミラー 県統一 カーブミラー φ６００丸型　鏡面移動調節式（化学強化ガラス） 基 * 359 233
カーブミラー 県統一 カーブミラー φ８００丸型　鏡面移動調節式（化学強化ガラス） 基 * 359 233
カーブミラー 県統一 支柱(STK-400) φ８００用　φ７６．３×３．２×４０００ 本 * 359 233
カーブミラー 県統一 支柱(STK-400) φ1000用 φ89.1×3.2×4400(静電粉体焼付) 本 * 359 233
カーブミラー 県統一 注意板 ６００×１８０×２　アルミ板 組 * 359 233
カーブミラー 県統一 注意板 ６００×１８０×１　アルミ板 組 * 359 233
カーブミラー 県統一 注意板 ６００×１８０×１．２　防錆処理鋼板 組 * 233
カーブミラー 県統一 注意板 ６００×１８０×２　樹脂板 組 * 233
カーブミラー 県統一 加算額(曲げ加工) φ７６．３ 本 * 359 233
カーブミラー 県統一 加算額(曲げ加工) φ８９．１ 本 * 359 233
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中２段 両面 φ１００以下反射体数１個 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中２段 片面 φ１００以下反射体数１個 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中２段 片面 φ１００以下反射体数２個 本 * 360 229
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)Ｃｏ用２段 両面 φ１００以下反射体数１個 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)Ｃｏ用２段 片面 φ１００以下反射体数１個 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)Ｃｏ用２段 片面 φ１００以下反射体数２個 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　土中　両面 反射体径１００以下　支柱径８９ 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　土中　両面 反射体径３００　支柱径６０．５ 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　土中　片面 反射体径１００以下　支柱径８９ 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　土中　片面 反射体径３００　支柱径６０．５ 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　ＣＯ用　両面 反射体径１００以下　支柱径８９ 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　ＣＯ用　両面 反射体径３００　支柱径６０．５ 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　ＣＯ用　片面 反射体径１００以下　支柱径８９ 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　ＣＯ用　片面 反射体径３００　支柱径６０．５ 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　防護柵　両面 反射体　径１００以下　バンド式 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　防護柵　両面 反射体　径１００以下　ボルト式 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　防護柵　両面 反射体　径１００以下　かぶせ式 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　防護柵　両面 反射体　径３００　バンド式 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　防護柵　片面 反射体　径１００以下　バンド式 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　防護柵　片面 反射体　径１００以下　ボルト式 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　防護柵　片面 反射体　径１００以下　かぶせ式 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　防護柵　片面 反射体　径３００　バンド式 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　構造物　両面 反射体　径１００以下　側壁用 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　構造物　両面 １００以下　ベースプレート式 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　構造物　両面 反射体径３００ベースプレート式 本 * 360 999
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　構造物　片面 反射体　径１００以下　側壁用 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　構造物　片面 １００以下　ベースプレート式 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 視線誘導標　構造物　片面 反射体径３００ベースプレート式 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 車線分離標（ラバーポール）可変式 穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ４００ 本 * 360 230
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 車線分離標（ラバーポール）可変式 穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ６５０ 本 * 360 230
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 車線分離標（ラバーポール）可変式 穿孔式・１本脚 φ８０ ｈ８００ 本 * 360 230
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 車線分離標（ラバーポール）着脱式 穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ４００ 本 * 360 230
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 車線分離標（ラバーポール）着脱式 穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ６５０ 本 * 360 230
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 車線分離標（ラバーポール）着脱式 穿孔式・３本脚 φ８０ ｈ８００ 本 * 360 230
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 車線分離標（ラバーポール）固定式 貼付式　φ８０　ｈ４００ 本 * 360 230
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 車線分離標（ラバーポール）固定式 貼付式　φ８０　ｈ６５０ 本 * 360 230
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 車線分離標（ラバーポール）固定式 貼付式　φ８０　ｈ８００ 本 * 360 230
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 道路鋲　大型　両面 ３０＜高さ≦５０　設置幅３０cm 個 * 362 228
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 道路鋲　大型　両面 ３０＜高さ≦５０　設置幅２０cm 個 * 362 228
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 道路鋲　大型　片面 ３０＜高さ≦５０　設置幅３０cm 個 * 362 228
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 道路鋲　大型　片面 ３０＜高さ≦５０　設置幅２０cm 個 * 362 228
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 道路鋲　小型　両面　穿孔式 高さ≦３０　設置幅１５ｃｍ 個 * 228
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 道路鋲　小型　両面　貼付式 高さ≦３０　設置幅１０ｃｍ 個 * 228
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 道路鋲　小型　片面　穿孔式 高さ≦３０　設置幅１５ｃｍ 個 * 228
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 道路鋲　小型　片面　貼付式 高さ≦３０　設置幅１０ｃｍ 個 * 228
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 デリニエーター プリズム片面８９φｔ＝４．５以上Ｌ＝１５５０ 本 * 360 229
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 デリニエーター プリズム片面８９φｔ＝４．５以上Ｌ＝１２５０ 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 デリニエーター プリズム片面８９φｔ＝４．５以上Ｌ＝１０５０ 本 3660
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 デリニエーター プリズム両面８９φｔ＝４．５以上Ｌ＝１５５０ 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 デリニエーター プリズム両面８９φｔ＝４．５以上Ｌ＝１２５０ 本 * 360 229
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 デリニエーター プリズム両面８９φｔ＝４．５以上Ｌ＝１０５０ 本 3900
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 スノーポール ＳＳ１８００－Ⅰ（埋込式）89φ×77φ×2700 本 7640
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 スノーポール ＳＳ２７００－Ⅰ（埋込式）89φ×77φ×3600 本 9590
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 スノーポール ＳＳ１８００－Ⅱデリネ－タ挿入式89φ×77φ×1800 本 7410
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 スノーポール ＳＳ２７００－Ⅱデリネ－タ挿入式89φ×77φ×2700 本 9040
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 スノーポール ＡＰＳ－１８００Ｔ（φ３８×２７００） 本 4210
ﾃﾞﾘﾆｴｰﾀ･ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ 県統一 スノーポール ＡＰＳ－２７００Ｔ（φ３８×２６００） 本 5140
遮音壁 県統一 遮音壁（標準型吸音パネル） ９５×５００×１９６０ 枚 * 356 247
遮音壁 県統一 遮音壁（標準型吸音パネル） ９５×５００×３９６０ 枚 * 356 247
遮音壁 県統一 遮音壁用落下防止索 径６×２５００ 個 * 999
遮音壁 県統一 遮音壁用落下防止索 径６×４５００ 個 * 999
遮音壁 県統一 遮音壁用落下防止索 径６×６５００ 個 * 999
遮音壁 県統一 遮音壁用落下防止索 径６×８５００ 個 * 999
遮音壁 県統一 しゃ音壁用下段パネル Ｗ＝２５５ ｍ * 999
塗料類 県統一 プライマー １８Ｌ　缶 Ｌ * 579 456
塗料類 県統一 エッチングプライマー Ｋ－５６３３ １種 短バク型 ｋｇ * 251 197
塗料類 県統一 下塗さび止め塗料 Ｋ－５６２３－２種 合成樹脂系 ｋｇ * 197
塗料類 県統一 下塗さび止め塗料 Ｋ－５６２５－２種 合成樹脂系 ｋｇ * 197
塗料類 県統一 下塗さび止め塗料 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止め JIS K 5674 ｋｇ * 251 197
塗料類 県統一 ジンクリッチ　ペイント 有機厚膜 ｋｇ * 251 197
塗料類 県統一 ジンクリッチ　ペイント 無機厚膜 ｋｇ * 251 197
塗料類 県統一 エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り ｋｇ * 251 197
塗料類 県統一 エポキシ樹脂ＭＩＯ塗料 下塗り ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 変性エポキシ樹脂塗料 下塗り ｋｇ * 251 197
塗料類 県統一 変性エポキシ樹脂塗料 内面用 ｋｇ * 251 197
塗料類 県統一 ポリウレタン樹脂塗料 中塗り　淡彩色 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ポリウレタン樹脂塗料 上塗り　淡彩色 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用　赤系 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用　赤系 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 青・緑系 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 青・緑系 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 黄・オレンジ系 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 黄・オレンジ系 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用　中彩Ａ ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用　中彩Ａ ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用　中彩Ｂ ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用　中彩Ｂ ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用　白 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用　白 ｋｇ * 253 198
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塗料類 県統一 フェノール樹脂ＭＩＯ塗料 下塗り ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 フェノールＭＩＯ塗料 中・上塗り ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 塩化ゴム系塗料 中塗り用　赤系 ｋｇ * 252 198
塗料類 県統一 塩化ゴム系塗料 上塗り用　赤系 ｋｇ * 252 198
塗料類 県統一 塩化ゴム系塗料 中塗用 青・緑系 ｋｇ * 252 198
塗料類 県統一 塩化ゴム系塗料 上塗り用 青・緑系 ｋｇ * 252 198
塗料類 県統一 塩化ゴム系塗料 中塗り用 黄・オレンジ系 ｋｇ * 252 198
塗料類 県統一 塩化ゴム系塗料 上塗り用 黄・オレンジ系 ｋｇ * 252 198
塗料類 県統一 塩化ゴム系塗料 中塗り用　中彩Ａ ｋｇ * 252 198
塗料類 県統一 塩化ゴム系塗料 上塗り用　中彩Ａ ｋｇ * 252 198
塗料類 県統一 塩化ゴム系塗料 中塗り用　中彩Ｂ ｋｇ * 252 198
塗料類 県統一 塩化ゴム系塗料 上塗り用　中彩Ｂ ｋｇ * 252 198
塗料類 県統一 塩化ゴム系塗料 中塗り用　淡彩 ｋｇ * 252 198
塗料類 県統一 塩化ゴム系塗料 上塗り用　淡彩 ｋｇ * 252 198
塗料類 県統一 塩化ゴム系塗料 中塗り用　白 ｋｇ * 252 198
塗料類 県統一 塩化ゴム系塗料 上塗り用　白 ｋｇ * 252 198
塗料類 県統一 合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗用　赤系 ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　赤系 ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種 中塗り用 青・緑系 ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種 上塗り用 青・緑系 ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種 中塗り用 黄・オレンジ系 ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種 上塗り用 黄・オレンジ系 ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　中彩Ａ ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　中彩Ａ ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　中彩Ｂ ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　中彩Ｂ ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　淡彩 ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　淡彩 ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　中塗り用　白 ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 合成樹脂調合ペイント　Ｋ５５１６ ２種　上塗り用　白 ｋｇ * 252 197
塗料類 県統一 タールエポキシ樹脂塗料 下塗り ｋｇ * 252
塗料類 県統一 タールエポキシ樹脂塗料 Ｋ５６６４ １種 黒・ブラウン ｋｇ * 252
塗料類 県統一 ふっ素樹脂塗料 中塗り用　淡彩色 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ふっ素樹脂塗料 上塗り用　淡彩色 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ふっ素樹脂塗料 中塗り用　赤系 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ふっ素樹脂塗料 上塗り用　赤系 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 青・緑系 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 青・緑系 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ふっ素樹脂塗料 中塗り用 黄・オレンジ系 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ふっ素樹脂塗料 上塗り用 黄・オレンジ系 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ふっ素樹脂塗料 中塗り用　中彩Ａ ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ふっ素樹脂塗料 上塗り用　中彩Ａ ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ふっ素樹脂塗料 中塗り用　中彩Ｂ ｋｇ * 253 198
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塗料類 県統一 ふっ素樹脂塗料 上塗り用　中彩Ｂ ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ふっ素樹脂塗料 中塗り用　白 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 ふっ素樹脂塗料 上塗り用　白 ｋｇ * 253 198
塗料類 県統一 塗料用シンナー Ｋ－２２０１ Ｌ * 255 199
塗料類 県統一 ジンクリッチプライマー用シンナー 無機 Ｌ * 255 199
塗料類 県統一 ジンクリッチプライマー用シンナー 有機 Ｌ * 255 199
塗料類 県統一 エポキシ樹脂塗料用シンナー Ｌ * 255 199
塗料類 県統一 タールエポキシ樹脂塗料用シンナー Ｌ * 255
塗料類 県統一 ポリウレタン樹脂塗料用シンナー Ｌ * 255 199
塗料類 県統一 塩化ゴム系塗料用シンナー Ｌ * 255 199
塗料類 県統一 塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 中塗り用 Ｌ * 255 199
塗料類 県統一 塗料用シンナー ふっ素樹脂塗料用ｼﾝﾅｰ 上塗り用 Ｌ * 255 199
塗料類 県統一 エポキシ樹脂プライマー 下塗り ｋｇ * 251 197
塗料類 県統一 下塗り塗料 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 Ｋg * 251 197
塗料類 県統一 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗り用白ＪＩＳＫ５５１６２種 Ｋg * 252 197
塗料類 県統一 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗り用白ＪＩＳＫ５５１６２種 Ｋg * 252 197
塗料類 県統一 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗り用淡彩ＪＩＳＫ５５１６２種 Ｋg * 252 197
塗料類 県統一 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗り用淡彩ＪＩＳＫ５５１６２種 Ｋg * 252 197
塗料類 県統一 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗り用中彩ＡＪＩＳＫ５５１６２種 Ｋg * 252 197
塗料類 県統一 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗り用中彩ＡＪＩＳＫ５５１６２種 Ｋg * 252 197
塗料類 県統一 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗り用中彩ＢＪＩＳＫ５５１６２種 Ｋg * 252 197
塗料類 県統一 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗り用中彩ＢＪＩＳＫ５５１６２種 Ｋg * 252 197
塗料類 県統一 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗り用赤ＪＩＳＫ５５１６２種 Ｋg * 252 197
塗料類 県統一 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗り用赤ＪＩＳＫ５５１６２種 Ｋg * 252 197
塗料類 県統一 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗り用青・緑ＪＩＳＫ５５１６２種 Ｋg * 252 197
塗料類 県統一 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗り用青・緑ＪＩＳＫ５５１６２種 Ｋg * 252 197
塗料類 県統一 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗り用黄・オレンジＪＩＳＫ５５１６２種 Ｋg * 252 197
塗料類 県統一 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗り用黄・オレンジＪＩＳＫ５５１６ Ｋg * 252 197
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×５５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×６０ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×６５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×７０ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×７５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×８０ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５０ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０ 組 * 59 61
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摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５ 組 * 59 999
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０ 組 * 59 999
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５ 組 * 59 999
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０ 組 * 59 999
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×６０ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×６５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×７０ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×７５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×８０ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×８５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×９０ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×９５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１００ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１０５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×５５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×６５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×７５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×８５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×９５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１００ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５ 組 * 61 999
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） 耐候性Ｆ１０Ｔ　Ｍ２２×１５０ 組 * 61 999
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摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×５０ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×５５ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×６０ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×６５ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×７０ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×７５ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５０ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５ 組 * 60 999
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０ 組 * 60 999
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５ 組 * 60 999
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×８０ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×９０ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×１００ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×５５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×６５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×７５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×８５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×９５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１００ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１０５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１１５ 組 * 61 63
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摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１２５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１３５ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４０ 組 * 61 63
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） 耐候性Ｓ１０Ｔ　Ｍ２２×１４５ 組 * 61 999
摩擦接合用高力ボルト 県統一 ボルト Ｗ１／２　Ｌ＝２４０ 本 * 62 999
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２０×８５ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（六角） Ｆ１０Ｔ　Ｍ２４×１１０ 組 * 59 61
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×４５ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２０×８０ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×８５ 組 * 60 62
摩擦接合用高力ボルト 県統一 摩擦接合用高力ボルト（トルシア） Ｓ１０Ｔ　Ｍ２４×９５ 組 * 60 62
無収縮材・橋面防水材 県統一 無収縮剤 セメント系　プレミックスタイプ ｋｇ * 200 121
無収縮材・橋面防水材 県統一 スタッドジベル ＳＳ４１２２×１００、１５０ 本 183
無収縮材・橋面防水材 県統一 橋面防水材料 シート防水用 ｍ２ 1460
無収縮材・橋面防水材 県統一 橋面防水材料 塗膜防水用 ｍ２ 1290
無収縮材・橋面防水材 県統一 橋梁用排水装置 ＦＣ２５ ｋg 949
無収縮材・橋面防水材 県統一 橋梁用名板(青銅鋳物) ２００×３００×１３（板厚８ｍｍ、字厚５ｍｍ） 枚 33600
無収縮材・橋面防水材 県統一 橋梁用名板(青銅鋳物) １５０×４００×１３（板厚８ｍｍ、字厚５ｍｍ） 枚 33600
無収縮材・橋面防水材 県統一 橋梁用名板(青銅鋳物) １５０×５２０×１３（板厚８ｍｍ、字厚５ｍｍ） 枚 43600
無収縮材・橋面防水材 県統一 橋梁用名板(青銅鋳物) ４００×６００×１３（板厚８ｍｍ、字厚５ｍｍ） 枚 127000
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ｂ　径１２．７ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ｂ　径１５．２ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ａ　径１２．４ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ａ　径１５．２ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線 １Ｓ１７．８　（ＳＷＰＲ１９） ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線 １Ｓ１９．３　（ＳＷＰＲ１９） ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線 １Ｓ２１．８　（ＳＷＰＲ１９） ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線 １Ｓ２８．６　（ＳＷＰＲ１９） ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　定着具 緊張側用　１３０ｔ型 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　定着具 緊張側用　３２０ｔ型 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　定着具 後付用　　６０Ｔ型 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　定着具 埋込用　　６０Ｔ型 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　定着具 １Ｓ１７．８　後付用 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　定着具 １Ｓ１９．３　後付用 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　定着具 １Ｓ２１．８　後付用 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　アンカープレート スリーブ付１Ｓ１７．８用 組 2040
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　アンカープレート スリーブ付１Ｓ１９．３用 組 2040
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　アンカープレート スリーブ付１Ｓ２１．８用 組 2440
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　アンカープレート １Ｓ１２．４用 個 600
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　アンカープレート １Ｓ１５．２用 個 600
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　アンカープレート １Ｓ１７．８用 個 1090
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ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　アンカープレート １Ｓ１９．３用 個 1090
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　アンカープレート １Ｓ２１．８用 個 1540
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号） 径１７　５ｍ≦Ｌ＜８ｍ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号） 径２３　５ｍ≦Ｌ≦８ｍ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号） 径２６　５ｍ≦Ｌ＜８ｍ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号） 径３２　５ｍ≦Ｌ＜８ｍ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号） 径１７　Ｌ≧８ｍ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号） 径２３　Ｌ≧８ｍ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号） 径２６　Ｌ≧８ｍ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒（Ｂ種１号） 径３２　Ｌ≧８ｍ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒（Ｃ種１号） 径１７　５ｍ≦Ｌ＜８ｍ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒（Ｃ種１号） 径２３　５ｍ≦Ｌ＜８ｍ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒（Ｃ種１号） 径２６　５ｍ≦Ｌ＜８ｍ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒（Ｃ種１号） 径１７　Ｌ≧８ｍ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒（Ｃ種１号） 径２３　Ｌ≧８ｍ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒（Ｃ種１号） 径２６　Ｌ≧８ｍ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒　定着具 径２３　後付用 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒　定着具 径２６　後付用 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒　定着具 径３２　後付用 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒　定着具 径２３　埋込用 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒　定着具 径２６　埋込用 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒　定着具 径３２　埋込用 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 グリップ ストランド用　Ｓ１２．４用 個 1690
ＰＣ用材 県統一 グリップ ストランド用　Ｓ１５．２用 個 1940
ＰＣ用材 県統一 グリップ ストランド用　Ｓ１７．８用 個 2610
ＰＣ用材 県統一 グリップ ストランド用　Ｓ１９．３用 個 3130
ＰＣ用材 県統一 グリップ ストランド用　Ｓ２１．８用 個 3950
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒　定着具 径１７　後付用 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒　定着具 径１７　後付用　１００％割増 組 1430
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒　定着具 径１７　後付用　２００％割増 組 2040
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒　定着具 径２３　後付用　１００％割増 組 2490
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒　定着具 径２３　後付用　２００％割増 組 3530
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒　定着具 径２６　後付用　１００％割増 組 3460
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒　定着具 径２６　後付用　２００％割増 組 4900
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒　定着具 径３２　後付用　１００％割増 組 5980
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒　定着具 径３２　後付用　２００％割増 組 8480
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒接続具 φ１７ 組 * 410 347
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒接続具 φ２３ 組 * 410 347
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒接続具 φ２６ 組 * 410 347
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼棒接続具 φ３２ 組 * 410 347
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ａ　径９．３ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線 ＳＷＰＲ７Ａ　径１０．８ ｋｇ * 408 345
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　定着具 １Ｓ１５．２　後付用 組 * 409 346
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ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　定着具 １Ｔ１５．２３０Ｔ型　埋込用 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　定着具 １Ｔ１７．８４０Ｔ型　埋込用 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　定着具 １Ｔ１９．３５０Ｔ型　埋込用 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼より線　定着具 １Ｔ２１．８６０Ｔ型　埋込用 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼線　定着具 緊張側用１２Ｔ１３Ｍ１９９，２２０ 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼線　定着具 緊張側用１２Ｔ１５Ｍ２９４，３１９ 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼線　定着具 固定側用Ｄ１２Ｔ１３Ｅ 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ＰＣ鋼線　定着具 固定側用Ｄ１２Ｔ１５Ｅ 組 * 409 346
ＰＣ用材 県統一 ゴム支承 ネオプラス　板厚１０ｍｍ　硬質 ｍ２ * 337
ＰＣ用材 県統一 ゴム支承 ネオプレーン　板厚１０ｍｍ　軟質 ｍ２ * 411 337
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（鋼ナット） 径１７ （Ａ～Ｃ種 １号） 個 160
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（鋼ナット） 径２３ （Ａ～Ｃ種 １号） 個 290
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（鋼ナット） 径２６ （Ａ～Ｃ種 １号） 個 450
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（鋼ナット） 径３２ （Ａ～Ｃ種 １号） 個 790
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（カップラー） 径１７ （Ａ～Ｃ種 １号） 個 490
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（カップラー） 径２３ （Ａ～Ｃ種 １号） 個 820
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（カップラー） 径２６ （Ａ～Ｃ種 １号） 個 1020
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（ワッシャー） 径１７ （Ａ～Ｃ種 １号） 個 50
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（ワッシャー） 径２３ （Ａ～Ｃ種 １号） 個 120
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（ワッシャー） 径２６ （Ａ～Ｃ種 １号） 個 130
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（ワッシャー） 径３２ （Ａ～Ｃ種 １号） 個 190
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（アンカプレート） 径１７ （Ａ～Ｃ種 １号） 個 610
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（アンカプレート） 径２３ （Ａ～Ｃ種 １号） 個 1040
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（アンカプレート） 径２６ （Ａ～Ｃ種 １号） 個 1440
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（アンカプレート） 径３２（Ａ～Ｃ種 １号） 個 2500
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 カップラーシース 径２３用 個 590
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 カップラーシース 径２６用 個 610
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（アンカプレート） 径２３　埋込用 個 1620
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（アンカプレート） 径２６　埋込用 個 1980
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（アンカプレート） 径３２　埋込用 個 3150
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（鋼ナット） 径２３　埋込用 個 290
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（鋼ナット） 径２６　埋込用 個 450
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（鋼ナット） 径３２　埋込用 個 790
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（ワッシャー） 径２３　埋込用 個 120
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（ワッシャー） 径２６　埋込用 個 130
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（ワッシャー） 径３２　埋込用 個 190
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 ＰＣ鋼棒　附属品（カップラー） 径３２ （Ａ～Ｃ種 １号） 個 1540
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 カップラーシース 径１７用 個 570
ＰＣ鋼棒附属品 県統一 カップラーシース 径３２用 個 740
橋梁用材 県統一 炭素繊維シート 1方向高強度 目付200g 引張3400N ｍ２ * 264 194
橋梁用材 県統一 炭素繊維シート 1方向高強度 目付300g 引張3400N ｍ２ * 264 194
橋梁用材 県統一 炭素繊維シート 1方向高強度 目付400g 引張3400N ｍ２ * 264 194
橋梁用材 県統一 炭素繊維シート 1方向高強度 目付600g 引張3400N ｍ２ * 264 194
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橋梁用材 県統一 炭素繊維シート 1方向中弾性 目付300g 引張2900N ｍ２ * 264 194
橋梁用材 県統一 炭素繊維シート 1方向中弾性 目付300g 引張2400N ｍ２ * 264 194
橋梁用材 県統一 炭素繊維シート 2方向 目付200g 引張2900N ｍ２ * 264 999
橋梁用材 県統一 炭素繊維シート 2方向 目付300g 引張2900N ｍ２ * 264 999
橋梁用材 県統一 エポキシ樹脂含浸材 ｋｇ * 264 194
橋梁用材 県統一 プライマー ｋｇ * 264 194
橋梁用材 県統一 エポキシ樹脂パテ ｋｇ * 264 194
橋梁用材 県統一 エポキシ樹脂塗料 中塗り ｋｇ * 264 194
橋梁用材 県統一 ウレタン樹脂塗料 上塗り ｋｇ * 264 194
支保工用Ｈ型鋼 県統一 Ｈ形鋼支保工（曲げ本体） ＳＳ４００ １５０～２００ ｔ * 418 332
支保工用Ｈ型鋼 県統一 Ｈ形鋼支保工（曲げ本体） ＳＳ４００ Ｈ－１５０ ｋｇ * 418 332
支保工用Ｈ型鋼 県統一 Ｈ形鋼支保工（曲げ本体） ＳＳ４００ Ｈ－１７５ ｋｇ * 418 332
支保工用Ｈ型鋼 県統一 Ｈ形鋼支保工（曲げ本体） ＳＳ４００ Ｈ－２００ ｋｇ * 418 332
支保工用Ｈ型鋼 県統一 Ｈ形鋼支保工　Ｒ止りエキストラ ｔ * 418 332
支保工用Ｈ型鋼 県統一 Ｈ形鋼支保工（曲げ本体） ＳＳ４００ Ｈ－１００ ｋｇ * 418 332
支保工用Ｈ型鋼 県統一 Ｈ形鋼支保工（曲げ本体） ＳＳ４００ Ｈ－１２５ ｋｇ * 418 332
支保工用Ｈ型鋼 県統一 Ｈ形鋼支保工（曲げ本体） ＳＳ４００ Ｈ－２５０ ｋｇ * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 Ｈ形鋼支保工　附属品及び加工費 継手板（頂板）・底板 ｔ * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 Ｈ形鋼支保工　附属品及び加工費 溶接費　Ｈ１００×１００ 箇所 * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 Ｈ形鋼支保工　附属品及び加工費 溶接費　Ｈ１２５×１２５ 箇所 * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 Ｈ形鋼支保工　附属品及び加工費 溶接費　Ｈ１５０×１５０ 箇所 * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 Ｈ形鋼支保工　附属品及び加工費 溶接費　Ｈ１７５×１７５ 箇所 * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 Ｈ形鋼支保工　附属品及び加工費 溶接費　Ｈ２００×２００ 箇所 * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 Ｈ形鋼支保工　附属品及び加工費 溶接費　Ｈ２５０×２５０ 箇所 * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 Ｈ形鋼支保工　附属品及び加工費 孔あけ 箇所 * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 頂板 ＰＬ－１８０×１８０×９ｍｍ 2.29㎏/枚 枚 * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 頂板 ＰＬ－１８０×１８０×１４ｍｍ 3.56㎏/枚 枚 * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 頂板 ＰＬ－２０５×２０５×１４ｍｍ 4.62㎏/枚 枚 * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 頂板 ＰＬ－２３０×２３０×１６ｍｍ 6.64㎏/枚 枚 * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 底板 ＰＬ－２００×２００×１３ｍｍ 4.08㎏/枚 枚 * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 底板 ＰＬ－２３０×２３０×１６ｍｍ 6.64㎏/枚 枚 * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 底板 ＰＬ－２５０×２５０×１６ｍｍ 7.85㎏/枚 枚 * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 底板 ＰＬ－２７５×２７５×１６ｍｍ 9.5㎏/枚 枚 * 418 332
頂板・底板・溶接・穴明 県統一 底板 ＰＬ－３００×３００×１９ｍｍ 13.43㎏/枚 枚 * 418 332
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 継手ボルト 径１９　Ｌ＝５０ 本 47
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 継手ボルト 径２５　Ｌ＝７５ 本 100
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 タイロッド（トンネル用） 径１６　Ｌ＝１０５０ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 タイロッド（トンネル用） 径１６　Ｌ＝１３５０ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 タイロッド（トンネル用） 径１６　Ｌ＝１６５０ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 タイロッド（トンネル用） 径１９　Ｌ＝９００ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 タイロッド（トンネル用） 径１９　Ｌ＝１０５０ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 タイロッド（トンネル用） 径１９　Ｌ＝１１５０ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 タイロッド（トンネル用） 径１９　Ｌ＝１２５０ 本 * 418 999
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継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 タイロッド（トンネル用） 径１９　Ｌ＝１３５０ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 タイロッド（トンネル用） 径１９　Ｌ＝１４５０ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 タイロッド（トンネル用） 径１９　Ｌ＝１６５０ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 内張材（ＳＴＫ４００） 径６０．５×２．３×７５０ｍｍ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 内張材（ＳＴＫ４００） 径６０．５×２．３×８００ｍｍ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 内張材（ＳＴＫ４００） 径６０．５×２．３×９００ｍｍ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 内張材（ＳＴＫ４００） 径６０．５×２．３×１０００ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 内張材（ＳＴＫ４００） 径６０．５×２．３×１１００ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 内張材（ＳＴＫ４００） 径６０．５×２．３×１２００ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 内張材（ＳＴＫ４００） 径６０．５×２．３×１３００ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 内張材（ＳＴＫ４００） 径６０．５×２．３×１５００ 本 * 418 999
継手ﾎﾞﾙﾄ・ﾀｲﾛｯﾄﾞ・内張材 県統一 タイロッド（トンネル用） 径１９　Ｌ＝９５０ 本 * 999
送風管・ロックボルト 県統一 ロックボルト　Ｌ＝２ｍ 耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含 組 * 419 73
送風管・ロックボルト 県統一 ロックボルト　Ｌ＝３ｍ 耐力１１７．７ＫＮ以上附属品含 組 * 419 73
送風管・ロックボルト 県統一 ロックボルト　Ｌ＝３ｍ 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含 組 * 419 73
送風管・ロックボルト 県統一 ロックボルト　Ｌ＝４ｍ 耐力１７６．５ＫＮ以上附属品含 組 * 419 73
送風管・ロックボルト 県統一 ロックボルト 耐力117.7KN以上附属品含 L=4m 組 * 419 73
送風管・ロックボルト 県統一 ロックボルト 耐力176.5KN以上附属品含 L=6m 組 * 419 73
送風管・ロックボルト 県統一 溶接金網（Ｇ３５５１） 径５．０×１５０×１５０ ｍ２ * 56 74
送風管・ロックボルト 県統一 溶接金網（Ｇ３５５１） 径６．０×１５０×１５０ ｍ２ * 56 74
送風管・ロックボルト 県統一 鉄筋金網（ＳＤ２９５） Ｄ１３×１００～２５０ ｔ * 56 75
送風管・ロックボルト 県統一 角ワッシャー １５０×１５０×９ｍｍ 枚 * 419 73
送風管・ロックボルト 県統一 ナット Ｍ２４ 個 * 419 73
送風管・ロックボルト 県統一 ロックボルト 径２５×２．５ｍ捻り棒鋼１８ｔ 本 * 419 999
送風管・ロックボルト 県統一 ロックボルト 径２５×３．０ｍ捻り棒鋼１８ｔ 本 * 419 73
送風管・ロックボルト 県統一 ロックボルト 径２５×４．０ｍ捻り棒鋼１８ｔ 本 * 419 73
送風管・ロックボルト 県統一 ロックボルト 径２５×２．５ｍ異形棒鋼１２ｔ 本 * 419 73
送風管・ロックボルト 県統一 ロックボルト 径２５×３．０ｍ異形棒鋼１２ｔ 本 * 419 73
送風管・ロックボルト 県統一 ロックボルト 径２５×４．０ｍ異形棒鋼１２ｔ 本 * 419 73
送風管・ロックボルト 県統一 送風管(ナイロンリング) φ４００×（ｔ）０．４×（Ｌ）１０ｍ 本 * 274 184
送風管・ロックボルト 県統一 送風管(ナイロンリング) φ５００×（ｔ）０．４×（Ｌ）１０ｍ 本 * 274 184
送風管・ロックボルト 県統一 送風管(ナイロンリング) φ６００×（ｔ）０．４×（Ｌ）１０ｍ 本 * 274 184
送風管・ロックボルト 県統一 送風管(ナイロンリング) φ８００×（ｔ）０．４×（Ｌ）１０ｍ 本 * 274 184
送風管・ロックボルト 県統一 送風管(ナイロンリング) φ９００×（ｔ）０．４×（Ｌ）１０ｍ 本 * 274 184
送風管・ロックボルト 県統一 送風管(ナイロンリング) φ１０００×（ｔ）０．４×（Ｌ）１０ｍ 本 * 274 184
送風管・ロックボルト 県統一 送風管(スパイラルダクト亜鉛引) φ５００×（ｔ）０．６ ｍ * 904 735
送風管・ロックボルト 県統一 送風管(スパイラルダクト亜鉛引) φ６００×（ｔ）０．６ ｍ * 904 735
送風管・ロックボルト 県統一 送風管(スパイラルダクト亜鉛引) φ８００×（ｔ）０．８ ｍ * 904 735
送風管・ロックボルト 県統一 送風管(スパイラルダクト亜鉛引) φ８００×（ｔ）１．０ ｍ 6720
送風管・ロックボルト 県統一 送風管(スパイラルダクト亜鉛引) φ９００×（ｔ）１．０ ｍ * 904 735
送風管・ロックボルト 県統一 送風管(スパイラルダクト亜鉛引) φ１０００×（ｔ）１．０ ｍ * 904 735
送風管・ロックボルト 県統一 送風管(スパイラルダクト亜鉛引) φ１０００×（ｔ）１．２ ｍ 15700
止水シート 県統一 カッタービット ＲＭ８－２５ 個 7000
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止水シート 県統一 防水シート（ＮＡＴＭ） ０．８ｍｍ＋３．０ｍｍ ｍ２ * 528 331
止水シート 県統一 吹付コンクリート急結材 ｋg * 199 119
止水シート 県統一 止水シート 裏面緩衝材付エチレン、酢酸ビニール樹脂 ｍ２ * 528 331
維持修繕用材 県統一 シール材 エポキシ ｋｇ 2040
維持修繕用材 県統一 注入材 エポキシ ｋｇ 2550
維持修繕用材 県統一 コンクリートカッタ　（ブレード） 径１２インチ 枚 * 309 999
維持修繕用材 県統一 コンクリートカッタ　（ブレード） 径１６インチ 枚 * 309 999
維持修繕用材 県統一 コンクリートカッタ　（ブレード） 径２２インチ 枚 * 309 999
維持修繕用材 県統一 コンクリートカッタ　（ブレード） 径２４インチ 枚 * 309 999
維持修繕用材 県統一 コンクリートカッタ　（ブレード） 径３０インチ 枚 * 309 999
維持修繕用材 県統一 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径38ｲﾝﾁ 枚 * 309 999
維持修繕用材 県統一 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ（ﾌﾞﾚｰﾄﾞ） 径14ｲﾝﾁ 枚 * 309 999
維持修繕用材 県統一 区画線消去用カッター ３個／組 組 12800
維持修繕用材 県統一 塩化カルシウム ２５ｋｇ／袋防塵・融雪用 ｋg * 339 222
維持修繕用材 県統一 布栓 ウェス ｋg 185
維持修繕用材 県統一 草刈機切刃 肩掛式エンジン用　φ２５０ｍｍ　８枚刃（のこ刃） 枚 810
止水板・目地板類 県統一 瀝青質目地板 厚１０ｍｍ ｍ２ * 540 999
止水板・目地板類 県統一 瀝青質目地板 厚２０ｍｍ ｍ２ * 540 999
止水板・目地板類 県統一 瀝青繊維質目地板 厚１０ｍｍ ｍ２ * 540 999
止水板・目地板類 県統一 瀝青繊維質目地板 厚２０ｍｍ ｍ２ * 540 999
止水板・目地板類 県統一 ゴム発泡体目地板 厚１０ｍｍ ｍ２ * 540 225
止水板・目地板類 県統一 ゴム発泡体目地板 厚２０ｍｍ ｍ２ * 540 225
止水板・目地板類 県統一 樹脂発泡体目地板 厚１０ｍｍ　１５倍 ｍ２ * 540 225
止水板・目地板類 県統一 樹脂発泡体目地板 厚１０ｍｍ　３０倍 ｍ２ * 540 225
止水板・目地板類 県統一 樹脂発泡体目地板 厚２０ｍｍ　１５倍 ｍ２ * 540
止水板・目地板類 県統一 樹脂発泡目地板 厚２０ｍｍ　３０倍 ｍ２ * 540
止水板・目地板類 県統一 支承用目地材 PC板工用 10mm×15mm ｍ * 410 337
止水板・目地板類 県統一 塩ビ止水板 ＦＦ　２００×５ ｍ * 539 399
止水板・目地板類 県統一 塩ビ止水板 ＦＣ　２００×５ ｍ * 539 399
止水板・目地板類 県統一 塩ビ止水板 ＣＦ　２００×５ ｍ * 539 399
止水板・目地板類 県統一 塩ビ止水板 ＣＦ　３００×７ ｍ * 539 399
止水板・目地板類 県統一 塩ビ止水板 ＣＣ　２００×５ ｍ * 539 399
止水板・目地板類 県統一 塩ビ止水板 ＣＣ　３００×７ ｍ * 539 399
止水板・目地板類 県統一 塩ビ止水板 ＵＣ　２２０×６ ｍ * 539 399
止水板・目地板類 県統一 塩ビ止水板 ＵＣ　３００×７ ｍ * 539 399
止水板・目地板類 県統一 塩ビ止水板 Ｓ・ＳＦ　２００×５ ｍ * 539
止水板・目地板類 県統一 吸出防止材 ヤシ繊維製t=10mm ポリエステル製 t=1.2mm ｍ２ * 530 394
止水板・目地板類 県統一 吸出防止材 1.0tf/m　t=10mm ｍ２ * 530 394
止水板・目地板類 県統一 目地填充剤 加熱注入式（セロシール） ｋg * 541 226
止水板・目地板類 県統一 目地填充剤 加熱充填（アイガスマチックＮ） ｋg * 541 226
止水板・目地板類 県統一 砂防目地材 常温注入式（タール・ウレタン系２液混合） ｋg * 541 226
止水板・目地板類 県統一 砂防目地材 プライマー（２５０ｇ／ｍ２使用） ｋg 1000
止水板・目地板類 県統一 塩ビ止水板 ＣＣ　１５０×５ ｍ * 539 399

50 ケ項欄の「999」は，Web建設物価掲載単価



種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
止水板・目地板類 県統一 止め金具 ３００用止水板用 本 220
止水板・目地板類 県統一 止め金具 ２２０用止水板用 本 220
塩ビ管類 県統一 硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－４０ ｍ * 830 689
塩ビ管類 県統一 硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－５０ ｍ * 830 689
塩ビ管類 県統一 硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－６５ ｍ * 830 689
塩ビ管類 県統一 硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－７５ ｍ * 830 689
塩ビ管類 県統一 硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－１００ ｍ * 830 689
塩ビ管類 県統一 硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－１５０ ｍ * 830 689
塩ビ管類 県統一 硬質塩化ビニル管（一般管） ＶＰ－２００ ｍ * 830 689
塩ビ管類 県統一 硬質塩化ビニル管（薄肉管） ＶＵ－５０ ｍ * 830 689
塩ビ管類 県統一 硬質塩化ビニル管（薄肉管） ＶＵ－１００ ｍ * 830 689
塩ビ管類 県統一 硬質塩化ビニル管（薄肉管） ＶＵ－１２５ ｍ * 830 689
塩ビ管類 県統一 硬質塩化ビニル管（薄肉管） ＶＵ－１５０ ｍ * 830 689
塩ビ管類 県統一 硬質塩化ビニル管（薄肉管） ＶＵ－２００ ｍ * 830 689
塩ビ管類 県統一 硬質塩化ビニル管（薄肉管） ＶＵ－２５０ ｍ * 830 689
塩ビ管類 県統一 硬質塩化ビニル管 ＶＷ－１３ ｍ * 830 689
塩ビ管類 県統一 硬質塩化ビニル管 ＶＷ－２０ ｍ * 830 689
塩ビ管類 県統一 硬質塩化ビニル管 ＶＷ－３０ ｍ * 830 689
塩ビ管類 県統一 硬質ポリ管(吸水管) φ１５０ｍｍｔ＝３．８ｍｍ（有孔管） ｍ * 526 389
塩ビ管類 県統一 硬質ポリ管(吸水管) φ２００ｍｍｔ＝４．５ｍｍ（有孔管） ｍ * 526 389
ボーリング材 県統一 打込アダプタ φ９０ｍｍ用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 打込アダプタ φ１１５ｍｍ用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 打込アダプタ φ１３５ｍｍ用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 シャンクロッド φ９０ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 シャンクロッド φ１１５ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 シャンクロッド φ１３５ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 シャンクロッド φ１４６ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 クリーニングアダプタ φ９０ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 クリーニングアダプタ φ１１５ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 クリーニングアダプタ φ１３５ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 クリーニングアダプタ φ１４６ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 エキステンションロッド φ９０ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 エキステンションロッド φ１１５ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 エキステンションロッド φ１３５ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 エキステンションロッド φ１４６ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 ドリルパイプ φ９０ｍｍ用　（１．５ｍ） 本 * 308 782
ボーリング材 県統一 ドリルパイプ φ１１５ｍｍ用　（１．５ｍ） 本 * 308 782
ボーリング材 県統一 ドリルパイプ φ１３５ｍｍ用　（１．５ｍ） 本 * 308 782
ボーリング材 県統一 ドリルパイプ φ１４６ｍｍ用　（１．５ｍ） 本 * 308 782
ボーリング材 県統一 ドリルパイプ φ９０ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 * 308 999
ボーリング材 県統一 ドリルパイプ φ１１５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 * 308 999
ボーリング材 県統一 ドリルパイプ φ１３５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 * 308 999
ボーリング材 県統一 インナーロッド φ９０ｍｍ用　（１．５ｍ） 本 * 308 782
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ボーリング材 県統一 インナーロッド φ１１５ｍｍ用　（１．５ｍ） 本 * 308 782
ボーリング材 県統一 インナーロッド φ１３５ｍｍ用　（１．５ｍ） 本 * 308 782
ボーリング材 県統一 インナーロッド φ１４６ｍｍ用　（１．５ｍ） 本 * 308 782
ボーリング材 県統一 インナーロッド φ９０ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 * 308 999
ボーリング材 県統一 インナーロッド φ１１５ｍｍ用　（１．０ｍ） 本 * 308 999
ボーリング材 県統一 リングビット φ９０ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 リングビット φ１１５ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 リングビット φ１３５ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 リングビット φ１４６ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 インナービット φ９０ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 インナービット φ１１５ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 インナービット φ１３５ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 インナービット φ１４６ｍｍ用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 ウォータースィーベル φ９０ｍｍ　二重管用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 ウォータースィーベル φ１１５ｍｍ　二重管用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 ウォータースィーベル φ１３５ｍｍ　二重管用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 ウォータースィーベル φ１４６ｍｍ　二重管用 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 ウォータースィーベル φ９０ｍｍ　単管用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ウォータースィーベル φ１１５ｍｍ　単管用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ウォータースィーベル φ１３５ｍｍ　単管用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ボーリングロッド（３種） 径４０．５　１．５ｍ　リング付 本 * 307 781
ボーリング材 県統一 ボーリングロッド（３種） 径４０．５　３ｍ　リング付 本 * 307 781
ボーリング材 県統一 メタルクラウン 径４６ 個 * 307 781
ボーリング材 県統一 メタルクラウン 径５６ 個 * 307 781
ボーリング材 県統一 メタルクラウン 径６６ 個 * 307 781
ボーリング材 県統一 メタルクラウン 径７６ 個 * 307 781
ボーリング材 県統一 メタルクラウン 径８６ 個 * 307 781
ボーリング材 県統一 メタルクラウン 径１０１ 個 * 307 781
ボーリング材 県統一 メタルクラウン 径１１６ 個 * 307 781
ボーリング材 県統一 メタルクラウン 径１３１ 個 * 307 781
ボーリング材 県統一 コアリフター　アッセンブリー 径４６ 本 8150
ボーリング材 県統一 ウィングビット（大口径用） 径２００ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ウィングビット（大口径用） 径２５０ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ウィングビット（大口径用） 径３００ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ウィングビット（大口径用） 径３５０ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ウィングビット（大口径用） 径４００ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ウィングビット（大口径用） 径４５０ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ウィングビット（大口径用） 径５００ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ウィングビット（大口径用） 径５５０ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 トリコンビット（大口径用） 径２００ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 トリコンビット（大口径用） 径２５０ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 トリコンビット（大口径用） 径３００ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 トリコンビット（大口径用） 径３５０ 個 * 308 999
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ボーリング材 県統一 トリコンビット（大口径用） 径４００ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 トリコンビット（大口径用） 径４５０ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 トリコンビット（大口径用） 径５００ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 トリコンビット（大口径用） 径５５０ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 サブソケット（大口径用） 径２５０　トリコンビット用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 サブソケット（大口径用） 径３５０　トリコンビット用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 サブソケット（大口径用） 径４５０　トリコンビット用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 サブソケット（大口径用） 径５００　トリコンビット用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 サブソケット（大口径用） 径５５０　トリコンビット用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ドリルカラー（大口径用） 径２５０　Ｌ＝１．０ｍ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ドリルカラー（大口径用） 径３５０　Ｌ＝１．０ｍ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ドリルカラー（大口径用） 径４５０　Ｌ＝１．０ｍ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ドリルカラー（大口径用） 径５００　Ｌ＝１．０ｍ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ドリルカラー（大口径用） 径５５０　Ｌ＝１．０ｍ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 メタルクラウン（大口径用） 径２００ 個 * 308 781
ボーリング材 県統一 メタルクラウン（大口径用） 径２５０ 個 * 308 781
ボーリング材 県統一 メタルクラウン（大口径用） 径３００ 個 * 308 781
ボーリング材 県統一 メタルクラウン（大口径用） 径３５０ 個 * 308 781
ボーリング材 県統一 メタルクラウン（大口径用） 径４００ 個 * 308 781
ボーリング材 県統一 メタルクラウン（大口径用） 径４５０ 個 * 308 781
ボーリング材 県統一 メタルクラウン（大口径用） 径５００ 個 * 308 781
ボーリング材 県統一 メタルクラウン（大口径用） 径５５０ 個 * 308 781
ボーリング材 県統一 コアチューブ（大口径用） 径２５０　Ｌ＝１．０ｍ 本 * 308 999
ボーリング材 県統一 コアチューブ（大口径用） 径３５０　Ｌ＝１．０ｍ 本 * 308 999
ボーリング材 県統一 コアチューブ（大口径用） 径４５０　Ｌ＝１．０ｍ 本 * 308 999
ボーリング材 県統一 コアチューブ（大口径用） 径５００　Ｌ＝１．０ｍ 本 * 308 999
ボーリング材 県統一 コアチューブ（大口径用） 径５５０　Ｌ＝１．０ｍ 本 * 308 999
ボーリング材 県統一 ボーリングロット（大口径用） 径７３　Ｌ＝３．０ｍ 本 * 308 781
ボーリング材 県統一 ボーリングロット（大口径用） 径８５　Ｌ＝３．０ｍ 本 * 308 781
ボーリング材 県統一 ボーリングロット（大口径用） 径１０１　Ｌ＝３．０ｍ 本 * 308 999
ボーリング材 県統一 ボーリングロット（大口径用） 径１５０　Ｌ＝３．０ｍ 本 * 308 999
ボーリング材 県統一 スタビライザー　（アンカ用） 径８４．５　Ｌ＝３００ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 スタビライザー　（アンカ用） 径９９．５　Ｌ＝３００ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 スタビライザー　（アンカ用） 径１１４．５　Ｌ＝３００ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 スタビライザー　（アンカ用） 径１２９．５　Ｌ＝３００ 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ケーシング　（アンカ用） 径８３　Ｌ＝１５００ 本 * 308 782
ボーリング材 県統一 ケーシング　（アンカ用） 径９７．０　Ｌ＝１５００ 本 * 308 782
ボーリング材 県統一 ケーシング　（アンカ用） 径１１３．０　Ｌ＝１５００ 本 * 308 782
ボーリング材 県統一 ケーシング　（アンカ用） 径１２７　Ｌ＝１５００ 本 * 308 782
ボーリング材 県統一 ハンマビット　（アンカ用） 径８７ 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 ハンマビット　（アンカ用） 径１００ 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 ハンマビット　（アンカ用） 径１１５ 個 * 308 782
ボーリング材 県統一 ハンマビット　（アンカ用） 径１３０ 個 * 308 782

53 ケ項欄の「999」は，Web建設物価掲載単価



種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
ボーリング材 県統一 スイーベル（アンカ用） φ８６用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 スイーベル（アンカ用） φ１０１用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 スイーベル（アンカ用） φ１１６用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 スイーベル（アンカ用） φ１３１用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 ボーリングロッド 径８６．０　１．５ｍ　リング付 本 43500
ボーリング材 県統一 ボーリングロッド 径１０１．０　１．５ｍ　リング付 本 66300
ボーリング材 県統一 メタルクラウン ダブル　孔径４６ｍｍ 個 2690
ボーリング材 県統一 メタルクラウン ダブル　孔径５６ｍｍ 個 3040
ボーリング材 県統一 メタルクラウン ダブル　孔径６６ｍｍ 個 3270
ボーリング材 県統一 メタルクラウン ダブル　孔径７６ｍｍ 個 3970
ボーリング材 県統一 メタルクラウン ダブル　孔径８６ｍｍ 個 4210
ボーリング材 県統一 メタルクラウン ダブル　孔径１０１ｍｍ 個 7280
ボーリング材 県統一 メタルクラウン ダブル　孔径１１６ｍｍ 個 8190
ボーリング材 県統一 メタルクラウン ダブル　孔径１３１ｍｍ 個 11000
ボーリング材 県統一 コアチューブ ダブル　径４６ｍｍ用　Ｌ＝３．０ｍ 本 79500
ボーリング材 県統一 コアチューブ ダブル　径５６ｍｍ用　Ｌ＝３．０ｍ 本 87600
ボーリング材 県統一 コアチューブ ダブル　径６６ｍｍ用　Ｌ＝３．０ｍ 本 98100
ボーリング材 県統一 コアチューブ ダブル　径７６ｍｍ用　Ｌ＝３．０ｍ 本 116000
ボーリング材 県統一 コアチューブ ダブル　径８６ｍｍ用　Ｌ＝３．０ｍ 本 136000
ボーリング材 県統一 レデューサー(アンカー用) 孔径８６ｍｍ用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 レデューサー(アンカー用) 孔径１０１ｍｍ用 個 * 308 999
ボーリング材 県統一 レデューサー(アンカー用) 孔径１１６ｍｍ用 個 42700
ボーリング材 県統一 レデューサー(アンカー用) 孔径１３１ｍｍ用 個 42700
ボーリング材 県統一 コアチューブ シングル　径４６ｍｍ用　Ｌ＝３．０ｍ 本 * 307
ボーリング材 県統一 コアチューブ シングル　径５６ｍｍ用　Ｌ＝３．０ｍ 本 * 307
ボーリング材 県統一 コアチューブ シングル　径６６ｍｍ用　Ｌ＝３．０ｍ 本 * 307
ボーリング材 県統一 コアチューブ シングル　径７６ｍｍ用　Ｌ＝３．０ｍ 本 * 307
ボーリング材 県統一 コアチューブ シングル　径８６ｍｍ用　Ｌ＝３．０ｍ 本 * 307
ボーリング材 県統一 コアチューブ シングル　径１０１ｍｍ用　Ｌ＝３．０ｍ 本 * 307
ボーリング材 県統一 コアチューブ シングル　径１１６ｍｍ用　Ｌ＝３．０ｍ 本 * 307
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET シングル　軟岩用　孔径４６ｍｍ ｍ 1910
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET シングル　軟岩用　孔径５６ｍｍ ｍ 2280
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET シングル　軟岩用　孔径６６ｍｍ ｍ 2780
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET シングル　軟岩用　孔径７６ｍｍ ｍ 3610
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET シングル　軟岩用　孔径８６ｍｍ ｍ 4320
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET シングル　軟岩用　孔径１０１ｍｍ ｍ 4730
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET シングル　軟岩用　孔径１１６ｍｍ ｍ 5310
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET シングル　硬岩用　孔径４６ｍｍ ｍ 3820
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET シングル　硬岩用　孔径５６ｍｍ ｍ 4560
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET シングル　硬岩用　孔径６６ｍｍ ｍ 5560
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET シングル　硬岩用　孔径７６ｍｍ ｍ 7230
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET シングル　硬岩用　孔径８６ｍｍ ｍ 8640
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET シングル　硬岩用　孔径１０１ｍｍ ｍ 9460

54 ケ項欄の「999」は，Web建設物価掲載単価



種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET シングル　硬岩用　孔径１１６ｍｍ ｍ 10600
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET ダブル　軟岩用　孔径４６ｍｍ ｍ 1970
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET ダブル　軟岩用　孔径５６ｍｍ ｍ 2350
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET ダブル　軟岩用　孔径６６ｍｍ ｍ 2900
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET ダブル　軟岩用　孔径７６ｍｍ ｍ 3740
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET ダブル　軟岩用　孔径８６ｍｍ ｍ 4460
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET ダブル　軟岩用　孔径１０１ｍｍ ｍ 4840
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET ダブル　軟岩用　孔径１１６ｍｍ ｍ 5480
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET ダブル　硬岩用　孔径４６ｍｍ ｍ 3940
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET ダブル　硬岩用　孔径５６ｍｍ ｍ 4700
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET ダブル　硬岩用　孔径６６ｍｍ ｍ 5800
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET ダブル　硬岩用　孔径７６ｍｍ ｍ 7490
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET ダブル　硬岩用　孔径８６ｍｍ ｍ 8920
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET ダブル　硬岩用　孔径１０１ｍｍ ｍ 9690
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットSURFACE SET ダブル　硬岩用　孔径１１６ｍｍ ｍ 10900
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットIMPREGNATED シングル　孔径４６ｍｍ 個 54000
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビットIMPREGNATED シングル　孔径６６ｍｍ 個 85000
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル シングル　軟岩用　孔径４６ｍｍ ｍ 500
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル シングル　軟岩用　孔径５６ｍｍ ｍ 610
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル シングル　軟岩用　孔径６６ｍｍ ｍ 730
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル シングル　軟岩用　孔径７６ｍｍ ｍ 880
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル シングル　軟岩用　孔径８６ｍｍ ｍ 1010
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル シングル　軟岩用　孔径１０１ｍｍ ｍ 1200
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル シングル　軟岩用　孔径１１６ｍｍ ｍ 1340
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル シングル　硬岩用　孔径４６ｍｍ ｍ 990
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル シングル　硬岩用　孔径５６ｍｍ ｍ 1210
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル シングル　硬岩用　孔径６６ｍｍ ｍ 1440
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル シングル　硬岩用　孔径７６ｍｍ ｍ 1740
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル シングル　硬岩用　孔径８６ｍｍ ｍ 1990
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル シングル　硬岩用　孔径１０１ｍｍ ｍ 2360
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル シングル　硬岩用　孔径１１６ｍｍ ｍ 2640
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル ダブル　軟岩用　孔径４６ｍｍ ｍ 570
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル ダブル　軟岩用　孔径５６ｍｍ ｍ 630
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル ダブル　軟岩用　孔径６６ｍｍ ｍ 750
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル ダブル　軟岩用　孔径７６ｍｍ ｍ 910
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル ダブル　軟岩用　孔径８６ｍｍ ｍ 1060
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル ダブル　軟岩用　孔径１０１ｍｍ ｍ 1250
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル ダブル　軟岩用　孔径１１６ｍｍ ｍ 1380
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル ダブル　硬岩用　孔径４６ｍｍ ｍ 1130
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル ダブル　硬岩用　孔径５６ｍｍ ｍ 1240
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル ダブル　硬岩用　孔径６６ｍｍ ｍ 1480
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル ダブル　硬岩用　孔径７６ｍｍ ｍ 1780
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル ダブル　硬岩用　孔径８６ｍｍ ｍ 2090
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ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル ダブル　硬岩用　孔径１０１ｍｍ ｍ 2450
ボーリング材 県統一 ダイヤモンドリーミングシェル ダブル　硬岩用　孔径１１６ｍｍ ｍ 2720
グラウト用材 県統一 注入ホース φ１インチ高圧デリバリーホース ｍ 3500
グラウト用材 県統一 注入ホース φ１．５インチ高圧デリバリーホース ｍ 5040
グラウト用材 県統一 注入ホース φ１インチウォーターホース（２５×１Ｂ） ｍ * 312 784
グラウト用材 県統一 注入ホース φ１．５インチウォーターホース（３８×１Ｂ） ｍ * 312 784
グラウト用材 県統一 注入ホース φ２インチウォーターホース（５０×１Ｂ） ｍ * 312 784
グラウト用材 県統一 圧力計 φ１００ｍｍ×１０ｋｇ／ｃｍ２ 個 2620
グラウト用材 県統一 圧力計 φ１００ｍｍ×１５ｋｇ／ｃｍ２ 個 2620
グラウト用材 県統一 圧力計 φ１００ｍｍ×３０ｋｇ／ｃｍ２ 個 2620
グラウト用材 県統一 ゲージプロテクター φ１００ｍｍ用 個 11100
グラウト用材 県統一 エアパッカー ４６ｍｍ用 組 96000
グラウト用材 県統一 エアパッカー ６６ｍｍ用 組 204000
グラウト用材 県統一 パッカーラバー ４６ｍｍ用 個 56000
グラウト用材 県統一 パッカーラバー ６６ｍｍ用 個 140000
グラウト用材 県統一 エアーチューブ ｍ * 312
集排水ボーリング材 県統一 ガス管（ＳＧＰ） 黒ねじ無し管 ４０Ａ ｍ * 788 656
集排水ボーリング材 県統一 ガス管（ＳＧＰ） 黒ねじ無し管 ５０Ａ ｍ * 788 656
集排水ボーリング材 県統一 ガス管（ＳＧＰ） 黒ねじ無し管 ６５Ａ ｍ * 788 656
集排水ボーリング材 県統一 ガス管（ＳＧＰ） 黒ねじ無し管 ８０Ａ ｍ * 788 656
集排水ボーリング材 県統一 ガス管（ＳＧＰ） 黒ねじ無し管 ９０Ａ ｍ 1590
集排水ボーリング材 県統一 ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管 １５Ａ 本 * 788 656
集排水ボーリング材 県統一 ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管 ２０Ａ 本 * 788 656
集排水ボーリング材 県統一 ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管 ２５Ａ 本 * 788 656
集排水ボーリング材 県統一 ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管 ３２Ａ 本 * 788 656
集排水ボーリング材 県統一 ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管 ４０Ａ 本 * 788 656
集排水ボーリング材 県統一 ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管 ５０Ａ 本 * 788 656
集排水ボーリング材 県統一 ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管 ６５Ａ 本 * 788 656
集排水ボーリング材 県統一 ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管 ８０Ａ 本 * 788 656
集排水ボーリング材 県統一 ガス管（ＳＧＰ）　白ねじ無し管 １００Ａ 本 * 788 656
集排水ボーリング材 県統一 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 ２００Ａ ｍ * 788 658
集排水ボーリング材 県統一 耐溝状腐食電縫鋼管 黒ねじ無し管 ２５０Ａ ｍ * 788 658
集排水ボーリング材 県統一 耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管　１２５Ａ 本 * 788 658
集排水ボーリング材 県統一 耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管　１５０Ａ 本 * 788 658
集排水ボーリング材 県統一 耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管　２００Ａ 本 * 788 658
集排水ボーリング材 県統一 耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管　２５０Ａ 本 * 788 658
集排水ボーリング材 県統一 耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管　３００Ａ 本 * 788 658
集排水ボーリング材 県統一 耐溝状腐食電縫鋼管 白ねじ無し管　３５０Ａ 本 * 788 658
集排水ボーリング材 県統一 コアチューブ（集排水ボーリング） 径５４　Ｌ＝１．５ｍ 本 6400
集排水ボーリング材 県統一 コアチューブ（集排水ボーリング） 径６４　Ｌ＝１．５ｍ 本 7420
集排水ボーリング材 県統一 コアチューブ（集排水ボーリング） 径７４　Ｌ＝１．５ｍ 本 8570
集排水ボーリング材 県統一 コアチューブ（集排水ボーリング） 径８４　Ｌ＝１．５ｍ 本 9600
集排水ボーリング材 県統一 コアチューブ（集排水ボーリング） 径９９　Ｌ＝１．５ｍ 本 12600
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集排水ボーリング材 県統一 コアチューブ（集排水ボーリング） 径１１４　Ｌ＝１．５ｍ 本 14500
集排水ボーリング材 県統一 ケーシング（集排水ボーリング） 径７３　Ｌ＝１ｍ 本 5090
集排水ボーリング材 県統一 ケーシング（集排水ボーリング） 径８３　Ｌ＝１ｍ 本 5690
集排水ボーリング材 県統一 ケーシング（集排水ボーリング） 径９７　Ｌ＝１ｍ 本 7290
集排水ボーリング材 県統一 ケーシング（集排水ボーリング） 径１１２　Ｌ＝１ｍ 本 8640
集排水ボーリング材 県統一 ケーシング（集排水ボーリング） 径１２７　Ｌ＝１ｍ 本 12300
集排水ボーリング材 県統一 ケーシング（集排水ボーリング） 径１４２　Ｌ＝１ｍ 本 16000
集排水ボーリング材 県統一 ロッド　（集排水ボーリング） 径４０．５　Ｌ＝１ｍ 本 6400
集排水ボーリング材 県統一 ロッド　（集排水ボーリング） 径４０．５　Ｌ＝３ｍ 本 10600
集排水ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビット ６４．７ｍｍスタンダード 個 * 306 783
集排水ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビット ７７．４ｍｍスタンダード 個 * 306 783
集排水ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビット ９０．８ｍｍ　スタンダード 個 * 306 783
集排水ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビット １１０ｍｍ　スタンダード 個 * 306 783
集排水ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビット １２８．５ｍｍ　スタンダード 個 * 306 783
集排水ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビット １６０ｍｍ　スタンダード 個 * 306 783
集排水ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビット １８０ｍｍ　スタンダード 個 * 306 783
集排水ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビット ２０４ｍｍ　スタンダード 個 * 306 783
集排水ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビット ２７．６ｍｍ　スタンダード 個 * 306 783
集排水ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビット ３３．１ｍｍ　スタンダード 個 * 306 783
集排水ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビット ４０ｍｍ　スタンダード 個 * 306 783
集排水ボーリング材 県統一 ダイヤモンドビット ５３．１ｍｍ　スタンダード 個 * 306 783
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １５０(内径)×２６(厚)×２０００(長) 77㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ２００×２７×２０００　103㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ２５０×２８×２０００　131㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ３００×３０×２０００　165㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ３５０×３２×２０００　204㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ４００×３５×２４３０　306㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ４５０×３８×２４３０　373㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ５００×４２×２４３０　459㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ６００×５０×２４３０　660㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ７００×５８×２４３０　899㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ８００×６６×２４３０　1170㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 ９００×７５×２４３０　1520㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １０００×８２×２４３０　1850㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １１００×８８×２４３０　2190㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形 １２００×９５×２４３０　2600㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管）外圧管１種）Ｂ形 １３５０×１０３×２４３０　3190㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 １５０×２６×２０００　77㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ２００×２７×２０００　103㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ２５０×２８×２０００　131㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ３００×３０×２０００　165㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ３５０×３２×２０００　204㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ４００×３５×２４３０　306㎏/本 本 * 450 308
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ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ４５０×３８×２４３０　373㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ５００×４２×２４３０　459㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ６００×５０×２４３０　660㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ７００×５８×２４３０　899㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ８００×６６×２４３０　1170㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 ９００×７５×２４３０　1520㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 １０００×８２×２４３０　1850㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 １１００×８８×２４３０　2190㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 １２００×９５×２４３０　2600㎏/本 本 * 450 308
ヒューム管Ｂ型・Ｃ型 県統一 ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形 １３５０×１０３×２４３０　3190㎏/本 本 * 450 308
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(500kg/cm2) Ｅ形１種 800(内径)×80(厚)×2430(長) 本 * 448 307
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(500kg/cm2) Ｅ形１種　９００×９０×２４３０ 本 * 448 307
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(500kg/cm2) Ｅ形１種　１０００×１００×２４３０ 本 * 448 307
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(500kg/cm2) Ｅ形１種　１１００×１０５×２４３０ 本 * 448 307
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(500kg/cm2) Ｅ形１種　１２００×１１５×２４３０ 本 * 448 307
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(500kg/cm2) Ｅ形１種　１３５０×１２５×２４３０ 本 * 448 307
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(500kg/cm2) Ｅ形１種　１５００×１４０×２４３０ 本 * 448 307
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(500kg/cm2) Ｅ形１種　１６５０×１５０×２４３０ 本 * 448 307
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(500kg/cm2) Ｅ形１種　１８００×１６０×２４３０ 本 * 448 307
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(500kg/cm2) Ｅ形１種　２０００×１７５×２４３０ 本 * 448 307
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(700kg/cm2) Ｅ形１種　８００×８０×２４３０ 本 83000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(700kg/cm2) Ｅ形１種　９００×９０×２４３０ 本 104000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(700kg/cm2) Ｅ形１種　１０００×１００×２４３０ 本 125000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(700kg/cm2) Ｅ形１種　１１００×１０５×２４３０ 本 143000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(700kg/cm2) Ｅ形１種　１２００×１１５×２４３０ 本 169000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(700kg/cm2) Ｅ形１種　１３５０×１２５×２４３０ 本 211000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(700kg/cm2) Ｅ形１種　１５００×１４０×２４３０ 本 255000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(700kg/cm2) Ｅ形１種　１６５０×１５０×２４３０ 本 295000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(700kg/cm2) Ｅ形１種　１８００×１６０×２４３０ 本 343000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(700kg/cm2) Ｅ形１種　２０００×１７５×２４３０ 本 416000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管 500k) Ｅ形１種　８００×８０×１２００ 本 58800
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管 500k) Ｅ形１種　９００×９０×１２００ 本 72000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管 500k) Ｅ形１種　１０００×１００×１２００ 本 87400
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管 500k) Ｅ形１種　１１００×１０５×１２００ 本 100000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管 500k) Ｅ形１種　１２００×１１５×１２００ 本 116000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管 500k) Ｅ形１種　１３５０×１２５×１２００ 本 144000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管 500k) Ｅ形１種　１５００×１４０×１２００ 本 177000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管 500k) Ｅ形１種　１６５０×１５０×１２００ 本 205000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管 500k) Ｅ形１種　１８００×１６０×１２００ 本 237000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管 500k) Ｅ形１種　２０００×１７５×１２００ 本 285000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管700k) Ｅ形１種　８００×８０×１２００ 本 64900
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管700k) Ｅ形１種　９００×９０×１２００ 本 78600
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管700k) Ｅ形１種　１０００×１００×１２００ 本 95700
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下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管700k) Ｅ形１種　１１００×１０５×１２００ 本 108000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管700k) Ｅ形１種　１２００×１１５×１２００ 本 129000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管700k) Ｅ形１種　１３５０×１２５×１２００ 本 160000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管700k) Ｅ形１種　１５００×１４０×１２００ 本 195000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管700k) Ｅ形１種　１６５０×１５０×１２００ 本 226000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管700k) Ｅ形１種　１８００×１６０×１２００ 本 259000
下水道推進管 県統一 埋込カラー形推進管(短管700k) Ｅ形１種　２０００×１７５×１２００ 本 314000
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(標準管Ⅰ類) Ｅ５　φ２５０×２．０ｍ 本 * 447 306
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(標準管Ⅰ類) Ｅ５　φ３００×２．０ｍ 本 * 447 306
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(標準管Ⅰ類) Ｅ５　φ３５０×２．４３ｍ 本 * 447 306
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(標準管Ⅰ類) Ｅ５　φ４００×２．４３ｍ 本 * 447 306
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(標準管Ⅰ類) Ｅ５　φ４５０×２．４３ｍ 本 * 447 306
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(標準管Ⅰ類) Ｅ５　φ５００×２．４３ｍ 本 * 447 306
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(標準管Ⅰ類) Ｅ５　φ６００×２．４３ｍ 本 * 447 306
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(標準管Ⅰ類) Ｅ５　φ７００×２．４３ｍ 本 * 447 306
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(標準管Ⅱ類) Ｅ７　φ２５０×２．０ｍ 本 * 447 306
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(標準管Ⅱ類) Ｅ７　φ３００×２．０ｍ 本 * 447 306
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(標準管Ⅱ類) Ｅ７　φ３５０×２．４３ｍ 本 * 447 306
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(標準管Ⅱ類) Ｅ７　φ４００×２．４３ｍ 本 * 447 306
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(標準管Ⅱ類) Ｅ７　φ４５０×２．４３ｍ 本 * 447 306
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(標準管Ⅱ類) Ｅ７　φ５００×２．４３ｍ 本 * 447 306
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(標準管Ⅱ類) Ｅ７　φ６００×２．４３ｍ 本 * 447 306
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(標準管Ⅱ類) Ｅ７　φ７００×２．４３ｍ 本 * 447 306
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＡⅠ類) φ２５０ 本 18900
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＡⅠ類) φ３００ 本 22600
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＡⅠ類) φ３５０ 本 27600
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＡⅠ類) φ４００ 本 30400
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＡⅠ類) φ４５０ 本 35500
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＡⅠ類) φ５００ 本 40500
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＡⅠ類) φ６００ 本 62200
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＡⅠ類) φ７００ 本 77100
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＢⅠ類) φ２５０ 本 9680
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＢⅠ類) φ３００ 本 11600
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＢⅠ類) φ３５０ 本 15500
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＢⅠ類) φ４００ 本 17100
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＢⅠ類) φ４５０ 本 20500
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＢⅠ類) φ５００ 本 23400
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＢⅠ類) φ６００ 本 36100
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＢⅠ類) φ７００ 本 44500
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(先頭管ＣⅠ類) φ２５０ 本 22100
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(先頭管ＣⅠ類) φ３００ 本 26500
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(先頭管ＣⅠ類) φ３５０ 本 32400
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(先頭管ＣⅠ類) φ４００ 本 35800

59 ケ項欄の「999」は，Web建設物価掲載単価



種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(先頭管ＣⅠ類) φ４５０ 本 41700
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(先頭管ＣⅠ類) φ５００ 本 47600
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(先頭管ＣⅡ類) φ２５０ 本 25400
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(先頭管ＣⅡ類) φ３００ 本 30300
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(先頭管ＣⅡ類) φ３５０ 本 37400
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(先頭管ＣⅡ類) φ４００ 本 41000
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(先頭管ＣⅡ類) φ４５０ 本 48100
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(先頭管ＣⅡ類) φ５００ 本 54700
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＤⅠ類) φ２５０ 本 9680
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＤⅠ類) φ３００ 本 11600
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＤⅠ類) φ３５０ 本 15500
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＤⅠ類) φ４００ 本 17100
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＤⅠ類) φ４５０ 本 20500
下水道推進管（小口径） 県統一 小口径推進管(短管ＤⅠ類) φ５００ 本 23400
下水道推進管（小口径） 県統一 Ｔ形鋼製カラー(小口径推進管用) φ２５０ 本 10600
下水道推進管（小口径） 県統一 Ｔ形鋼製カラー(小口径推進管用) φ３００ 本 11800
下水道推進管（小口径） 県統一 Ｔ形鋼製カラー(小口径推進管用) φ３５０ 本 13600
下水道推進管（小口径） 県統一 Ｔ形鋼製カラー(小口径推進管用) φ４００ 本 15400
下水道推進管（小口径） 県統一 Ｔ形鋼製カラー(小口径推進管用) φ４５０ 本 17300
下水道推進管（小口径） 県統一 Ｔ形鋼製カラー(小口径推進管用) φ５００ 本 19000
下水道用塩ビ管直管 県統一 プレーンエンド(直管) φ１００有効長４ｍ 本 * 830 689
下水道用塩ビ管直管 県統一 プレーンエンド(直管) φ１２５有効長４ｍ 本 * 830 689
下水道用塩ビ管直管 県統一 プレーンエンド(直管) φ１５０有効長４ｍ 本 * 830 689
下水道用塩ビ管直管 県統一 プレーンエンド(直管) φ２００有効長４ｍ 本 * 830 689
下水道用塩ビ管直管 県統一 プレーンエンド(直管) φ２５０有効長４ｍ 本 * 830 689
下水道用塩ビ管直管 県統一 プレーンエンド(直管) φ３００有効長４ｍ 本 * 830 689
下水道用塩ビ管直管 県統一 プレーンエンド(直管) φ３５０有効長４ｍ 本 * 830 689
下水道用塩ビ管直管 県統一 プレーンエンド(直管) φ４００有効長４ｍ 本 * 830 689
下水道用塩ビ管直管 県統一 プレーンエンド(直管) φ４５０有効長４ｍ 本 * 830 689
下水道用塩ビ管直管 県統一 プレーンエンド(直管) φ５００有効長４ｍ 本 * 830 689
下水道用塩ビ管直管 県統一 プレーンエンド(直管) φ６００有効長４ｍ 本 * 830 689
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口片受直管 φ１００有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口片受直管 φ１２５有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口片受直管 φ１５０有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口片受直管 φ２００有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口片受直管 φ２５０有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口片受直管 φ３００有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口片受直管 φ３５０有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口片受直管 φ４００有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口片受直管 φ４５０有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口片受直管 φ５００有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口片受直管 φ６００有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 接着受口片受直管 φ１００有効長４ｍ 本 * 436 293
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下水道用塩ビ管直管 県統一 接着受口片受直管 φ１２５有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 接着受口片受直管 φ１５０有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 接着受口片受直管 φ２００有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 接着受口片受直管 φ２５０有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 接着受口片受直管 φ３００有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 接着受口片受直管 φ３５０有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 接着受口片受直管 φ４００有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 接着受口片受直管 φ４５０有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 接着受口片受直管 φ５００有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 接着受口片受直管 φ６００有効長４ｍ 本 * 436 293
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口両受直管 φ１００有効長４ｍ 本 2450
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口両受直管 φ１２５有効長４ｍ 本 3980
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口両受直管 φ１５０有効長４ｍ 本 5730
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口両受直管 φ２００有効長４ｍ 本 9500
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口両受直管 φ２５０有効長４ｍ 本 14300
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口両受直管 φ３００有効長４ｍ 本 20100
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口両受直管 φ３５０有効長４ｍ 本 27600
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口両受直管 φ４００有効長４ｍ 本 36400
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口両受直管 φ４５０有効長４ｍ 本 46500
下水道用塩ビ管直管 県統一 ゴム輪受口両受直管 φ５００有効長４ｍ 本 58700
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ゴム輪受口１５゜曲管 φ１００ 本 * 437 295
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ゴム輪受口１５゜曲管 φ１２５ 本 * 437 295
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ゴム輪受口１５゜曲管 φ１５０ 本 * 437 295
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ゴム輪受口１５゜曲管 φ２００ 本 * 437 295
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ゴム輪受口１５゜曲管 φ２５０ 本 17700
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ゴム輪受口１５゜曲管 φ３００ 本 24600
下水道用塩ビ管曲管 県統一 接着受口１５゜曲管 φ１００ 本 * 437 295
下水道用塩ビ管曲管 県統一 接着受口１５゜曲管 φ１２５ 本 * 437 295
下水道用塩ビ管曲管 県統一 接着受口１５゜曲管 φ１５０ 本 * 437 295
下水道用塩ビ管曲管 県統一 接着受口１５゜曲管 φ２００ 本 * 437 295
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ９０゜曲管 φ１００ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ９０゜曲管 φ１２５ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ９０゜曲管 φ１５０ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ９０゜曲管 φ２００ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ９０゜曲管 φ２５０ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ９０゜曲管 φ３００ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ゴム輪受口30゜曲管 φ２５０ 本 20700
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ゴム輪受口30゜曲管 φ３００ 本 26200
下水道用塩ビ管曲管 県統一 接着受口30゜曲管 φ２５０ 本 17300
下水道用塩ビ管曲管 県統一 接着受口30゜曲管 φ３００ 本 27200
下水道用塩ビ管曲管 県統一 塩ビ管用90゜支管 φ１００ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 塩ビ管用90゜支管 φ１２５ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 塩ビ管用90゜支管 φ１５０ 本 * 437 294
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下水道用塩ビ管曲管 県統一 塩ビ管用90゜支管 φ２００ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ヒューム管用90゜支管 φ１００ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ヒューム管用90゜支管 φ１２５ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ヒューム管用90゜支管 φ１５０ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ヒューム管用90゜支管 φ２００ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 塩ビ管用90゜支管(副管用) φ１００ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 塩ビ管用90゜支管(副管用) φ１２５ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 塩ビ管用90゜支管(副管用) φ１５０ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 塩ビ管用90゜支管(副管用) φ２００ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 塩ビ管用90゜支管(副管用) φ２５０ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 塩ビ管用90゜支管(副管用) φ３００ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ヒューム管用90゜支管(副管用) φ１００ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ヒューム管用90゜支管(副管用) φ１２５ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ヒューム管用90゜支管(副管用) φ１５０ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ヒューム管用90゜支管(副管用) φ２００ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ヒューム管用90゜支管(副管用) φ２５０ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管曲管 県統一 ヒューム管用90゜支管(副管用) φ３００ 本 * 437 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 桝用短管 φ１００×５００ 本 * 437 295
下水道用塩ビ管継手 県統一 桝用短管 φ１２５×５００ 本 * 437 295
下水道用塩ビ管継手 県統一 桝用短管 φ１５０×５００ 本 * 437 295
下水道用塩ビ管継手 県統一 桝用短管 φ２００×５００ 本 * 437 295
下水道用塩ビ管継手 県統一 片受短管 φ１００×８００ 本 * 437 295
下水道用塩ビ管継手 県統一 片受短管 φ１２５×８００ 本 * 437 295
下水道用塩ビ管継手 県統一 片受短管 φ１５０×８００ 本 * 437 295
下水道用塩ビ管継手 県統一 片受短管 φ２００×８００ 本 * 437 295
下水道用塩ビ管継手 県統一 上流用継手 ゴム継手φ１５０ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 上流用継手 ゴム継手φ２００ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 上流用継手 ゴム継手φ２５０ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 上流用継手 ゴム継手φ３００ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 上流用継手 ゴム継手φ３５０ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 上流用継手 ゴム継手φ４００ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 上流用継手 ゴム継手φ４５０ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 上流用継手 ゴム継手φ５００ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 上流用継手 ゴム継手φ６００ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 上流用継手 接着継手φ２００ 個 4860
下水道用塩ビ管継手 県統一 上流用継手 接着継手φ２５０ 個 7380
下水道用塩ビ管継手 県統一 上流用継手 接着継手φ３００ 個 10800
下水道用塩ビ管継手 県統一 上流用継手 接着継手φ３５０ 個 14100
下水道用塩ビ管継手 県統一 上流用継手 接着継手φ４００ 個 18900
下水道用塩ビ管継手 県統一 上流用継手 接着継手φ４５０ 個 23000
下水道用塩ビ管継手 県統一 上流用継手 接着継手φ５００ 個 31600
下水道用塩ビ管継手 県統一 下流用継手 プレーンエンドφ１５０ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 下流用継手 プレーンエンドφ２００ 個 * 436 294
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下水道用塩ビ管継手 県統一 下流用継手 プレーンエンドφ２５０ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 下流用継手 プレーンエンドφ３００ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 下流用継手 プレーンエンドφ３５０ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 下流用継手 プレーンエンドφ４００ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 下流用継手 プレーンエンドφ４５０ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 下流用継手 プレーンエンドφ５００ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 下流用継手 プレーンエンドφ６００ 個 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 カラー継手 ゴム継手φ１５０ 組 2460
下水道用塩ビ管継手 県統一 カラー継手 ゴム継手φ２００ 組 5820
下水道用塩ビ管継手 県統一 カラー継手 接着継手φ２００ 組 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 カラー継手 接着継手φ２５０ 組 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 カラー継手 接着継手φ３００ 組 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 カラー継手 接着継手φ３５０ 組 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 カラー継手 接着継手φ４００ 組 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 カラー継手 接着継手φ４５０ 組 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 カラー継手 接着継手φ５００ 組 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 副管分岐用マンホール継手 φ１５０ 組 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 副管分岐用マンホール継手 φ２００ 組 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 副管分岐用マンホール継手 φ２５０ 組 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 副管分岐用マンホール継手 φ３００ 組 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 副管分岐用マンホール継手 φ３５０ 組 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 副管分岐用マンホール継手 φ４００ 組 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 副管分岐用マンホール継手 φ４５０ 組 * 436 294
下水道用塩ビ管継手 県統一 副管分岐用マンホール継手 φ５００ 組 * 436 294
下水道用マンホール側塊 県統一 下水道用マンホール側塊（直壁） ９００Ａ　９０×９０×３０　244㎏/個 個 * 460 999
下水道用マンホール側塊 県統一 下水道用マンホール側塊（直壁） ９００Ｂ　９０×９０×６０　374㎏/個 個 * 460 999
下水道用マンホール側塊 県統一 下水道用マンホール側塊（直壁） １２００Ａ１２０×１２０×３０　326㎏/個 個 * 460 320
下水道用マンホール側塊 県統一 下水道用マンホール側塊（直壁） １２００Ｂ１２０×１２０×６０　527㎏/個 個 * 460 320
下水道用マンホール側塊 県統一 下水道用マンホール側塊（斜壁） ６００Ａ　６０×９０×３０　318㎏/個 個 * 460 320
下水道用マンホール側塊 県統一 下水道用マンホール側塊（斜壁） ６００Ｃ　６０×９０×６０　423㎏/個 個 * 460 320
下水道用マンホール側塊 県統一 下水道用マンホール側塊（片面斜壁） ６００Ｃ　６０×９０×６０　445㎏/個 個 * 460 999
下水道用マンホール側塊 県統一 下水道用マンホール側塊（片面斜壁） ６００Ｄ　６０×１２０×６０　480㎏/個 個 * 460 320
植樹用材・生石灰 県統一 唐竹 目通径３．０×５．５ｃｍ長さ５～７ｍ 本 * 571
植樹用材・生石灰 県統一 生石灰 安定処理用 ｋg * 533 375
植樹用材・生石灰 県統一 消石灰 安定処理用 ｋg * 533 375
植樹用材・生石灰 県統一 注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ Ｌ * 536 378
植樹用材・生石灰 県統一 注入薬剤 溶液型無機中結タイプ Ｌ * 536 378
植樹用材・生石灰 県統一 注入薬剤 懸濁型無機瞬結タイプ Ｌ * 536 378
植樹用材・生石灰 県統一 注入薬剤 懸濁型無機中結タイプ Ｌ * 536 378
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) １５０（Ｈ）×１０００（Ｌ） 本 * 481 350
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) １５０（Ｈ）×１５００（Ｌ） 本 161600
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) １５０（Ｈ）×２０００（Ｌ） 本 * 481
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) １５０（Ｈ）×２５００（Ｌ） 本 260200
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ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) １５０（Ｈ）×３０００（Ｌ） 本 314800
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ２００（Ｈ）×１０００（Ｌ） 本 * 481 350
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ２００（Ｈ）×１５００（Ｌ） 本 263500
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ２００（Ｈ）×２０００（Ｌ） 本 * 481
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ２００（Ｈ）×２５００（Ｌ） 本 424400
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ２００（Ｈ）×３０００（Ｌ） 本 512200
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ２５０（Ｈ）×１０００（Ｌ） 本 * 481 350
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ２５０（Ｈ）×１５００（Ｌ） 本 320500
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ２５０（Ｈ）×２０００（Ｌ） 本 * 481
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ２５０（Ｈ）×２５００（Ｌ） 本 519400
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ２５０（Ｈ）×３０００（Ｌ） 本 626200
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ３００（Ｈ）×１０００（Ｌ） 本 * 481 350
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ３００（Ｈ）×１５００（Ｌ） 本 415900
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ３００（Ｈ）×２０００（Ｌ） 本 * 481
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ３００（Ｈ）×２５００（Ｌ） 本 669200
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ３００（Ｈ）×３０００（Ｌ） 本 808000
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ４００（Ｈ）×１０００（Ｌ） 本 * 481 350
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ４００（Ｈ）×１５００（Ｌ） 本 663500
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ４００（Ｈ）×２０００（Ｌ） 本 * 481
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ４００（Ｈ）×２５００（Ｌ） 本 1075000
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ４００（Ｈ）×３０００（Ｌ） 本 1294000
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ５００（Ｈ）×１０００（Ｌ） 本 * 481 350
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ５００（Ｈ）×１５００（Ｌ） 本 969500
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ５００（Ｈ）×２０００（Ｌ） 本 * 481
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ５００（Ｈ）×２５００（Ｌ） 本 1583000
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ５００（Ｈ）×３０００（Ｌ） 本 1904000
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ６００（Ｈ）×１０００（Ｌ） 本 * 481 350
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ６００（Ｈ）×１５００（Ｌ） 本 1276000
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ６００（Ｈ）×２０００（Ｌ） 本 * 481
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ６００（Ｈ）×２５００（Ｌ） 本 2085000
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(Ｖ型) ６００（Ｈ）×３０００（Ｌ） 本 2513000
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(小型船舶用型) １００（Ｈ）×５００（Ｌ） 本 82200
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(小型船舶用型) １００（Ｈ）×１０００（Ｌ） 本 * 481 350
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(小型船舶用型) １００（Ｈ）×１５００（Ｌ） 本 123200
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(小型船舶用型) １００（Ｈ）×２０００（Ｌ） 本 * 481
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(小型船舶用型) １３０（Ｈ）×１０００（Ｌ） 本 * 481 350
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(小型船舶用型) １３０（Ｈ）×１５００（Ｌ） 本 136100
ゴム防舷材 県統一 ゴム防舷材(小型船舶用型) １３０（Ｈ）×２０００（Ｌ） 本 * 481
係船柱他 県統一 港湾築堤マット（ロープ　５Ｔ型） 径５　１×１．５×２ｍ 組 * 482 352
係船柱他 県統一 港湾築堤マット（ロープ１０Ｔ型） 径５　１×２×３ｍ 組 * 482 352
係船柱他 県統一 港湾築堤マット（鋼材　５Ｔ型） 径５　１×１．５×２ｍ 組 * 482 352
係船柱他 県統一 港湾築堤マット（鋼材　１０Ｔ型） 径５　１×２×３ｍ 組 * 482 352
係船柱他 県統一 遮水シート 厚１．０＋１０．０ｍｍ ｍ２ * 531 397
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係船柱他 県統一 係船柱 直柱５ｔ 基 * 999
係船柱他 県統一 係船柱 直柱１０ｔ 基 * 351
係船柱他 県統一 係船柱 直柱１５ｔ 基 * 482 351
係船柱他 県統一 係船柱 直柱２５ｔ 基 * 482 351
係船柱他 県統一 係船柱 直柱３５ｔ 基 * 482 351
係船柱他 県統一 係船柱 直柱５０ｔ 基 * 482 351
係船柱他 県統一 係船柱 直柱７０ｔ 基 * 482 351
係船柱他 県統一 係船柱 直柱１００ｔ 基 * 482 351
係船柱他 県統一 係船柱 直柱１５０ｔ 基 * 482 999
係船柱他 県統一 係船柱 直柱２００ｔ 基 * 482 999
係船柱他 県統一 係船柱 曲柱５ｔ 基 * 482 999
係船柱他 県統一 係船柱 曲柱１０ｔ 基 * 482 351
係船柱他 県統一 係船柱 曲柱１５ｔ 基 * 482 351
係船柱他 県統一 係船柱 曲柱２５ｔ 基 * 482 351
係船柱他 県統一 係船柱 曲柱　３５ｔ 基 * 482 351
係船柱他 県統一 係船柱 曲柱　５０ｔ 基 * 482 351
係船柱他 県統一 係船柱 曲柱　７０ｔ 基 * 482 351
係船柱他 県統一 係船柱 曲柱　１００ｔ 基 * 482 351
係船柱他 県統一 防砂シート 縫製代 ｍ２ 460
鉄筋工 県統一 鉄筋工 加工・組立共　一般構造物 ｔ * 8 8
鉄筋工 県統一 鉄筋工　加工・組立共 切梁のある構造物 ｔ * 8 8
鉄筋工 県統一 鉄筋工　加工・組立共 地下構造物 ｔ * 8 8
鉄筋工 県統一 鉄筋工　加工・組立共 橋梁用床版 ｔ * 8 8
鉄筋工 県統一 鉄筋工　加工・組立共 ＲＣ場所打ホロースラブ橋 ｔ * 8 8
鉄筋工 県統一 鉄筋工　加工・組立共 差筋及び杭頭処理 ｔ * 8 8
鉄筋工 県統一 鉄筋工　加工・組立共 場所打杭用かご筋　(無溶接工法) ｔ * 8 8
鉄筋工（ガス圧接） 県統一 ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ１９＋Ｄ１９ 箇所 * 12 14
鉄筋工（ガス圧接） 県統一 ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ２２＋Ｄ２２ 箇所 * 12 14
鉄筋工（ガス圧接） 県統一 ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ２５＋Ｄ２５ 箇所 * 12 14
鉄筋工（ガス圧接） 県統一 ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ２９＋Ｄ２９ 箇所 * 12 14
鉄筋工（ガス圧接） 県統一 ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ３２＋Ｄ３２ 箇所 * 12 14
鉄筋工（ガス圧接） 県統一 ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ３５＋Ｄ３５ 箇所 * 12 14
鉄筋工（ガス圧接） 県統一 ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ３８＋Ｄ３８ 箇所 * 12 14
鉄筋工（ガス圧接） 県統一 ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ４１＋Ｄ４１ 箇所 * 12 14
鉄筋工（ガス圧接） 県統一 ガス圧接工　手動（半自動）・自動 Ｄ５１＋Ｄ５１ 箇所 * 12 14
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約受ける ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約受ける ｍ * 368 302
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線45cm　制約無 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線45cm　制約受ける ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　実線45cm　制約著しく受ける ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　実線15cm　制約無 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　実線20cm　制約無 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　実線20cm　制約受ける ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　実線20cm　制約著しく受ける ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　実線30cm　制約無 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　実線30cm　制約受ける ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　実線30cm　制約著しく受ける ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　実線45cm　制約無 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　実線45cm　制約受ける ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　実線45cm　制約著しく受ける ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約受ける ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線20cm　制約無 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線20cm　制約受ける ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線20cm　制約著しく受ける ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線30cm　制約無 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線30cm　制約受ける ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受ける ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線45cm　制約無 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線45cm　制約受ける ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　破線45cm　制約著しく受ける ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　破線15cm　制約無 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　破線15cm　制約受ける ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　破線15cm　制約著しく受ける ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　破線20cm　制約無 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　破線20cm　制約受ける ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　破線20cm　制約著しく受ける ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　破線30cm　制約無 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　破線30cm　制約受ける ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　破線30cm　制約著しく受ける ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　破線45cm　制約無 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　破線45cm　制約受ける ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　破線45cm　制約著しく受ける ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受ける ｍ * 368 306
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受ける ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受ける ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受ける ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約著しく受ける ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受ける ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約著しく受ける ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受ける ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約著しく受ける ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受ける ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約著しく受ける ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約受ける ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約無 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約受ける ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 昼間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約著しく受ける ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約受ける ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約受ける ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約無 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約受ける ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約著しく受ける ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　実線15cm　制約無 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　実線15cm　制約受ける ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　実線20cm　制約無 ｍ * 384 313
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　実線20cm　制約受ける ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　実線20cm　制約著しく受ける ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　実線30cm　制約無 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　実線30cm　制約受ける ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　実線30cm　制約著しく受ける ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　実線45cm　制約無 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　実線45cm　制約受ける ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　実線45cm　制約著しく受ける ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約無 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約受ける ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線20cm　制約無 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線20cm　制約受ける ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線20cm　制約著しく受ける ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線30cm　制約無 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線30cm　制約受ける ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受ける ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線45cm　制約無 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線45cm　制約受ける ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　破線45cm　制約著しく受ける ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　破線15cm　制約無 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　破線15cm　制約受ける ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　破線15cm　制約著しく受ける ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　破線20cm　制約無 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　破線20cm　制約受ける ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　破線20cm　制約著しく受ける ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　破線30cm　制約無 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　破線30cm　制約受ける ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　破線30cm　制約著しく受ける ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　破線45cm　制約無 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　破線45cm　制約受ける ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　破線45cm　制約著しく受ける ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受ける ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受ける ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受ける ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける ｍ * 384 316
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受ける ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約著しく受ける ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受ける ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約著しく受ける ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受ける ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約著しく受ける ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受ける ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約著しく受ける ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約無 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約受ける ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪無　矢印・記号・文字　制約著しく受ける ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約無 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約受ける ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式） 夜間　豪雪有　矢印・記号・文字　制約著しく受ける ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約無 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約受ける ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪無　破線30cm　制約無 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪無　破線30cm　制約受ける ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受ける ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪有　実線15cm　制約無 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪有　破線15cm　制約無 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪有　破線15cm　制約受ける ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪有　破線15cm　制約著しく受ける ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪有　破線30cm　制約無 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪有　破線30cm　制約受ける ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 昼間　豪雪有　破線30cm　制約著しく受ける ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約無 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約受ける ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪無　破線15cm　制約著しく受ける ｍ * 392 319
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪無　破線30cm　制約無 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪無　破線30cm　制約受ける ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪無　破線30cm　制約著しく受ける ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪有　実線15cm　制約無 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪有　実線15cm　制約受ける ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪有　破線15cm　制約無 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪有　破線15cm　制約受ける ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪有　破線15cm　制約著しく受ける ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪有　破線30cm　制約無 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪有　破線30cm　制約受ける ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式） 夜間　豪雪有　破線30cm　制約著しく受ける ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 昼間　豪雪無　削取り式　制約無 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 昼間　豪雪無　削取り式　制約受ける ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 昼間　豪雪無　削取り式　制約著しく受ける ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 昼間　豪雪有　削取り式　制約無 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 昼間　豪雪有　削取り式　制約受ける ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 昼間　豪雪有　削取り式　制約著しく受ける ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著しく受ける ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受ける ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 昼間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著しく受ける ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 夜間　豪雪無　削取り式　制約無 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 夜間　豪雪無　削取り式　制約受ける ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 夜間　豪雪無　削取り式　制約著しく受ける ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 夜間　豪雪有　削取り式　制約無 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 夜間　豪雪有　削取り式　制約受ける ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 夜間　豪雪有　削取り式　制約著しく受ける ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受ける ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約著しく受ける ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約無 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約受ける ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去 夜間　ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　制約著しく受ける ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 6休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ * 368 302
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 6休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 6休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約無 6休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約受 6休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約著受 6休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約無 6休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約受 6休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約著受 6休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約無 6休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約受 6休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約著受 6休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約無 6休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約受 6休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約著受 6休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 6休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 6休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 6休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 6休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 6休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 6休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約無 6休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約受 6休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約著受 6休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約無 6休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約受 6休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約著受 6休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約無 6休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約受 6休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約著受 6休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約無 6休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約受 6休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約著受 6休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ * 368 306
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 6休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 6休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 6休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 6休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約著受 6休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 6休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約著受 6休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約著受 6休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約著受 6休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 6休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 6休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 6休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　無 6休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　受 6休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　著受 6休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 6休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 6休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 6休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約無 6休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約受 6休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約著受 6休 ｍ * 384 313
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約無 6休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約受 6休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約著受 6休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約無 6休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約受 6休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約著受 6休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約無 6休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約受 6休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約著受 6休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 6休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 6休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 6休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 6休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 6休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 6休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約無 6休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約受 6休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約著受 6休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約無 6休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約受 6休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約著受 6休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約無 6休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約受 6休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約著受 6休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約無 6休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約受 6休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約著受 6休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 6休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 6休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 6休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ * 384 316
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 6休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約著受 6休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 6休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約著受 6休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約著受 6休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約著受 6休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 6休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 6休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 6休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　無 6休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　受 6休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　著受 6休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約無 6休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約受 6休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約著受 6休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約無 6休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約受 6休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約著受 6休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約無 6休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約受 6休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約著受 6休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 6休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 6休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 6休 ｍ * 392 319
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 6休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 6休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 6休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 6休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約無 6休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約受 6休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約著受 6休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約無 6休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約受 6休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約著受 6休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約無 6休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約受 6休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約著受 6休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受 6休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約無 6休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約受 6休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約著受 6休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 6休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 6休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 6休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 6休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 6休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 6休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受 6休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約無 6休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約受 6休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約著受 6休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 6休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 6休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 6休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 6休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 6休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 6休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 7休 ｍ * 368 302
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 7休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 7休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約無 7休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約受 7休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約著受 7休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約無 7休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約受 7休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約著受 7休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約無 7休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約受 7休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約著受 7休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約無 7休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約受 7休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約著受 7休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 7休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 7休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 7休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 7休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 7休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 7休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約無 7休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約受 7休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約著受 7休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約無 7休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約受 7休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約著受 7休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約無 7休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約受 7休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約著受 7休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約無 7休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約受 7休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約著受 7休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ * 368 306
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 7休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 7休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 7休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 7休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約著受 7休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約著受 7休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約著受 7休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約著受 7休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 7休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 7休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 7休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　無 7休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　受 7休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　著受 7休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 7休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 7休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 7休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約無 7休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約受 7休 ｍ * 384 313

77 ケ項欄の「999」は，Web建設物価掲載単価



種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約著受 7休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約無 7休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約受 7休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約著受 7休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約無 7休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約受 7休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約著受 7休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約無 7休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約受 7休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約著受 7休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 7休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 7休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 7休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 7休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 7休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 7休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約無 7休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約受 7休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約著受 7休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約無 7休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約受 7休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約著受 7休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約無 7休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約受 7休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約著受 7休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約無 7休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約受 7休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約著受 7休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 7休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 7休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 7休 ｍ * 384 316
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 7休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約著受 7休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約著受 7休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約著受 7休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約著受 7休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 7休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 7休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 7休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　無 7休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　受 7休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　著受 7休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約無 7休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約受 7休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約著受 7休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約無 7休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約受 7休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約著受 7休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約無 7休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約受 7休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約著受 7休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 7休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 7休 ｍ * 392 319
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 7休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 7休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 7休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 7休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 7休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約無 7休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約受 7休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約著受 7休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約無 7休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約受 7休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約著受 7休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約無 7休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約受 7休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約著受 7休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受 7休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約無 7休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約受 7休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約著受 7休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 7休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 7休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 7休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 7休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 7休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 7休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受 7休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約無 7休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約受 7休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約著受 7休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 7休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 7休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 7休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 7休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 7休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 7休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ * 368 302
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線20cm　制約著受 8休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線30cm　制約著受 8休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　実線45cm　制約著受 8休 ｍ * 368 302
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約無 8休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約受 8休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約著受 8休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約無 8休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約受 8休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線20cm　制約著受 8休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約無 8休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約受 8休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線30cm　制約著受 8休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約無 8休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約受 8休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　実線45cm　制約著受 8休 ｍ * 368 303
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約無 8休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約受 8休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線20cm　制約著受 8休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約無 8休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約受 8休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　破線45cm　制約著受 8休 ｍ * 368 304
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約無 8休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約受 8休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約著受 8休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約無 8休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約受 8休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線20cm　制約著受 8休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約無 8休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約受 8休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約著受 8休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約無 8休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約受 8休 ｍ * 368 305
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　破線45cm　制約著受 8休 ｍ * 368 305
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 8休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 8休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 8休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 8休 ｍ * 368 306
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約著受 8休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約著受 8休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約著受 8休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約著受 8休 ｍ * 368 307
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 8休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 8休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 8休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　無 8休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　受 8休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　昼間 豪雪有　矢印・記号・文字　著受 8休 ｍ * 368 308
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線20cm　制約著受 8休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線30cm　制約著受 8休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　実線45cm　制約著受 8休 ｍ * 384 312
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約無 8休 ｍ * 384 313
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約受 8休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約著受 8休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約無 8休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約受 8休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線20cm　制約著受 8休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約無 8休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約受 8休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線30cm　制約著受 8休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約無 8休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約受 8休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　実線45cm　制約著受 8休 ｍ * 384 313
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約無 8休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約受 8休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線20cm　制約著受 8休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約無 8休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約受 8休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　破線45cm　制約著受 8休 ｍ * 384 314
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約無 8休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約受 8休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約著受 8休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約無 8休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約受 8休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線20cm　制約著受 8休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約無 8休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約受 8休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約著受 8休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約無 8休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約受 8休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　破線45cm　制約著受 8休 ｍ * 384 315
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ15cm　制約著受 8休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ20cm　制約著受 8休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ * 384 316
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ30cm　制約著受 8休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　ゼブラ45cm　制約著受 8休 ｍ * 384 316
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ15cm　制約著受 8休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ20cm　制約著受 8休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ30cm　制約著受 8休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　ゼブラ45cm　制約著受 8休 ｍ * 384 317
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　無 8休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　受 8休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪無　矢印・記号・文字　著受 8休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　無 8休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　受 8休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（溶融式）　夜間 豪雪有　矢印・記号・文字　著受 8休 ｍ * 384 318
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ * 376 309
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約無 8休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約受 8休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　実線15cm　制約著受 8休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約無 8休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約受 8休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線15cm　制約著受 8休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約無 8休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約受 8休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　昼間 豪雪有　破線30cm　制約著受 8休 ｍ * 376 310
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　実線15cm　制約著受 8休 ｍ * 392 319
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区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約無 8休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約受 8休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線15cm　制約著受 8休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約無 8休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約受 8休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪無　破線30cm　制約著受 8休 ｍ * 392 319
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約無 8休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約受 8休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　実線15cm　制約著受 8休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約無 8休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約受 8休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線15cm　制約著受 8休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約無 8休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約受 8休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線設置（ペイント式）　夜間 豪雪有　破線30cm　制約著受 8休 ｍ * 392 320
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受 8休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約無 8休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約受 8休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約著受 8休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 8休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 8休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 8休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 8休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 8休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　昼間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 8休 ｍ * 376 311
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受 8休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約無 8休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約受 8休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約著受 8休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約無 8休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　制約受 8休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　溶融式　著受 8休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　無 8休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　受 8休 ｍ * 392 321
区画線工(土木工事標準単価) 県統一 区画線消去　夜間 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式　ﾍﾟｲﾝﾄ式　著受 8休 ｍ * 392 321
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ * 404 334
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高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約受ける ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約受ける ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線45cm　制約無 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線45cm　制約受ける ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線45cm　制約著しく受ける ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線15cm　制約無 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線20cm　制約無 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線20cm　制約受ける ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線20cm　制約著しく受ける ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線30cm　制約無 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線30cm　制約受ける ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線30cm　制約著しく受ける ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線45cm　制約無 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線45cm　制約受ける ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線45cm　制約著しく受ける ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受ける ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受ける ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受ける ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受ける ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約著しく受ける ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受ける ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約著しく受ける ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受ける ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約著しく受ける ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受ける ｍ * 404 337
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高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約著しく受ける ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約受ける ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約受ける ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約無 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約受ける ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線45cm　制約著しく受ける ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線15cm　制約無 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線15cm　制約受ける ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線20cm　制約無 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線20cm　制約受ける ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線20cm　制約著しく受ける ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線30cm　制約無 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線30cm　制約受ける ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線30cm　制約著しく受ける ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線45cm　制約無 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線45cm　制約受ける ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線45cm　制約著しく受ける ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受ける ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ15cm　制約著しく受ける ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受ける ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ20cm　制約著しく受ける ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受ける ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ30cm　制約著しく受ける ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受ける ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　ゼブラ45cm　制約著しく受ける ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受ける ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ15cm　制約著しく受ける ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受ける ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ20cm　制約著しく受ける ｍ * 412 343
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高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受ける ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ30cm　制約著しく受ける ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受ける ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　ゼブラ45cm　制約著しく受ける ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約受ける ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約受ける ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線15cm　制約無 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線15cm　制約受ける ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線20cm　制約無 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線20cm　制約受ける ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線20cm　制約著しく受ける ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線30cm　制約無 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線30cm　制約受ける ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼間　豪雪有　実線30cm　制約著しく受ける ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約無 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約受ける ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線15cm　制約著しく受ける ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約無 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約受ける ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線20cm　制約著しく受ける ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約無 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約受ける ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪無　実線30cm　制約著しく受ける ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線15cm　制約無 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線15cm　制約受ける ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線15cm　制約著しく受ける ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線20cm　制約無 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線20cm　制約受ける ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線20cm　制約著しく受ける ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線30cm　制約無 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線30cm　制約受ける ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜間　豪雪有　実線30cm　制約著しく受ける ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去 昼間　豪雪無　削取り式　制約無 ｍ * 404 338
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高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去 昼間　豪雪無　削取り式　制約受ける ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去 昼間　豪雪無　削取り式　制約著しく受ける ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去 昼間　豪雪有　削取り式　制約無 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去 昼間　豪雪有　削取り式　制約受ける ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去 昼間　豪雪有　削取り式　制約著しく受ける ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去 夜間　豪雪無　削取り式　制約無 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去 夜間　豪雪無　削取り式　制約受ける ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去 夜間　豪雪無　削取り式　制約著しく受ける ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去 夜間　豪雪有　削取り式　制約無 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去 夜間　豪雪有　削取り式　制約受ける ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去 夜間　豪雪有　削取り式　制約著しく受ける ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 6休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 6休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 6休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　著受 6休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　制約無 6休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　制約受 6休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　著受 6休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 6休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　制約受 6休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　著受 6休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 6休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　制約受 6休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　著受 6休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　制約無 6休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　制約受 6休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　著受 6休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 6休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 6休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ * 404 336
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高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 6休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 6休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　著受 6休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 6休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　著受 6休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　著受 6休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　著受 6休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 6休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 6休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 6休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約無 6休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約受 6休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　著受 6休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 6休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　制約受 6休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　著受 6休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 6休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　制約受 6休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　著受 6休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 6休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　制約受 6休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　著受 6休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　制約無 6休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　制約受 6休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　著受 6休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 6休 ｍ * 412 342
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高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 6休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 6休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 6休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 6休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 6休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 6休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　著受 6休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 6休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 6休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　著受 6休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 6休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 6休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　著受 6休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 6休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 6休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　著受 6休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 6休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 6休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 6休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　制約無 6休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　制約受 6休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　著受 6休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 6休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　制約受 6休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　著受 6休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 6休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　制約受 6休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　著受 6休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 6休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 6休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 6休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 6休 ｍ * 412 344
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高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 6休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 6休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 6休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 6休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 6休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 6休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　制約受 6休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　著受 6休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 6休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　制約受 6休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　著受 6休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 6休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　制約受 6休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　著受 6休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける 6休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約無 6休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約受ける 6休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約著受 6休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 6休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける 6休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 6休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約無 6休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約受ける 6休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約著受 6休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 7休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 7休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 7休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　著受 7休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　制約無 7休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　制約受 7休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　著受 7休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 7休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　制約受 7休 ｍ * 404 335
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高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　著受 7休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 7休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　制約受 7休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　著受 7休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　制約無 7休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　制約受 7休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　著受 7休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 7休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 7休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 7休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 7休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　著受 7休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　著受 7休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　著受 7休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　著受 7休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 7休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 7休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 7休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約無 7休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約受 7休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　著受 7休 ｍ * 412 340
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高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 7休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　制約受 7休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　著受 7休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 7休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　制約受 7休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　著受 7休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 7休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　制約受 7休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　著受 7休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　制約無 7休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　制約受 7休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　著受 7休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 7休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 7休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 7休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 7休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 7休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 7休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　著受 7休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 7休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 7休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　著受 7休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 7休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 7休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　著受 7休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 7休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 7休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　著受 7休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 7休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 7休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ * 404 338
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高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 7休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　制約無 7休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　制約受 7休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　著受 7休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 7休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　制約受 7休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　著受 7休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 7休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　制約受 7休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　著受 7休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 7休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 7休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 7休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 7休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 7休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 7休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 7休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 7休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 7休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 7休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　制約受 7休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　著受 7休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 7休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　制約受 7休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　著受 7休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 7休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　制約受 7休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　著受 7休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける 7休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約無 7休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約受ける 7休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約著受 7休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 7休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける 7休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 7休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約無 7休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約受ける 7休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約著受 7休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ * 404 334
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高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 8休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 8休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 8休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　実線45cm　著受 8休 ｍ * 404 334
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　制約無 8休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　制約受 8休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線15cm　著受 8休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 8休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　制約受 8休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線20cm　著受 8休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 8休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　制約受 8休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線30cm　著受 8休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　制約無 8休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　制約受 8休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　実線45cm　著受 8休 ｍ * 404 335
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 8休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 8休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 8休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 8休 ｍ * 404 336
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ15cm　著受 8休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ20cm　著受 8休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ30cm　著受 8休 ｍ * 404 337
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高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 昼　豪雪有　ゼブラ45cm　著受 8休 ｍ * 404 337
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 8休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 8休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 8休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約無 8休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　制約受 8休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　実線45cm　著受 8休 ｍ * 412 340
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 8休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　制約受 8休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線15cm　著受 8休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 8休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　制約受 8休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線20cm　著受 8休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 8休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　制約受 8休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線30cm　著受 8休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　制約無 8休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　制約受 8休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　実線45cm　著受 8休 ｍ * 412 341
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ15cm　著受 8休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ20cm　著受 8休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ30cm　著受 8休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪無　ゼブラ45cm　著受 8休 ｍ * 412 342
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　制約無 8休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　制約受 8休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ15cm　著受 8休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　制約無 8休 ｍ * 412 343
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高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　制約受 8休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ20cm　著受 8休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　制約無 8休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　制約受 8休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ30cm　著受 8休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　制約無 8休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　制約受 8休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　非リブ式（溶融） 夜　豪雪有　ゼブラ45cm　著受 8休 ｍ * 412 343
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線15cm　著受 8休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線20cm　著受 8休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪無　実線30cm　著受 8休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　制約無 8休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　制約受 8休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線15cm　著受 8休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　制約無 8休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　制約受 8休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線20cm　著受 8休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　制約無 8休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　制約受 8休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 昼　豪雪有　実線30cm　著受 8休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約無 8休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　制約受 8休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線15cm　著受 8休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約無 8休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　制約受 8休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線20cm　著受 8休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約無 8休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　制約受 8休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪無　実線30cm　著受 8休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　制約無 8休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　制約受 8休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線15cm　著受 8休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　制約無 8休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　制約受 8休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線20cm　著受 8休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　制約無 8休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　制約受 8休 ｍ * 412 345
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高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線設置　リブ式（溶融式） 夜　豪雪有　実線30cm　著受 8休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約受ける 8休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ * 404 338
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約無 8休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約受ける 8休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　昼間 豪雪有　削取り式　制約著受 8休 ｍ * 404 339
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約無 8休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約受ける 8休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪無　削取り式　制約著受 8休 ｍ * 412 344
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約無 8休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約受ける 8休 ｍ * 412 345
高視認性区画線工(土木標準単価) 県統一 高視認性区画線消去　夜間 豪雪有　削取り式　制約著受 8休 ｍ * 412 345
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 県統一 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線配置 ｍ２ * 18 23
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 県統一 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線配置 ｍ２ * 18 23
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 県統一 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝６ｃｍ　標準品　曲線配置 ｍ２ * 18 23
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 県統一 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝８ｃｍ　標準品　曲線配置 ｍ２ * 18 23
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 県統一 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝６ｃｍ　標準品　直線色合せ ｍ２ * 18 23
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 県統一 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝８ｃｍ　標準品　直線色合せ ｍ２ * 18 23
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 県統一 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝６ｃｍ　標準品　曲線色合せ ｍ２ * 18 23
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 県統一 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 一般部 Ｔ＝８ｃｍ　標準品　曲線色合せ ｍ２ * 18 23
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 県統一 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 再使用 ｍ２ * 18 23
ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ設置工 県統一 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去工 とりこわし ｍ２ * 18 23
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ａ－４Ｅ 塗装 ｍ * 26 31
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装 ｍ * 26 31
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｃ－４Ｅ 塗装 ｍ * 26 31
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ 塗装 ｍ * 26 31
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ 塗装 ｍ * 26 31
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ａ－４Ｅ メッキ ｍ * 26 31
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ メッキ ｍ * 26 31
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ａｍ－４Ｅ メッキ ｍ * 26 31
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｂｍ－４Ｅ メッキ ｍ * 26 31
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａ－２Ｂ 塗装 ｍ * 26 32
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ 塗装 ｍ * 26 32
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｃ－２Ｂ 塗装 ｍ * 26 32
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ 塗装 ｍ * 26 32
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ 塗装 ｍ * 26 32
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａ－２Ｂ メッキ ｍ * 26 32
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｂ－２Ｂ メッキ ｍ * 26 32
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａｍ－２Ｂ メッキ ｍ * 26 32
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｂｍ－２Ｂ メッキ ｍ * 26 32
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 33
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 33
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ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ａ４－２Ｅ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 33
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ａ５－２Ｅ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 33
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 33
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 33
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 33
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｃ２－３Ｅ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 33
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｃ３－２Ｅ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 33
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ａ２－４Ｅ メッキ 耐雪型 ｍ * 28 34
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ａ３－３Ｅ メッキ 耐雪型 ｍ * 28 34
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ａ４－２Ｅ メッキ 耐雪型 ｍ * 28 34
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ａ５－２Ｅ メッキ 耐雪型 ｍ * 28 34
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｂ２－４Ｅ メッキ 耐雪型 ｍ * 28 34
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｂ３－３Ｅ メッキ 耐雪型 ｍ * 28 34
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　土中建込用 Ｇｒ－Ｂ４－２Ｅ メッキ 耐雪型 ｍ * 28 34
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａ２－２Ｂ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 35
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａ３－２Ｂ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 35
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａ４－２Ｂ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 35
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａ５－２Ｂ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 35
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 35
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 35
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｂ４－２Ｂ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 35
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｃ２－２Ｂ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 35
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｃ３－２Ｂ 塗装 耐雪型 ｍ * 28 35
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａ２－２Ｂ メッキ 耐雪型 ｍ * 28 36
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａ３－２Ｂ メッキ 耐雪型 ｍ * 28 36
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａ４－２Ｂ メッキ 耐雪型 ｍ * 28 36
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａ５－２Ｂ メッキ 耐雪型 ｍ * 28 36
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｂ２－２Ｂ メッキ 耐雪型 ｍ * 28 36
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｂ３－２Ｂ メッキ 耐雪型 ｍ * 28 36
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ｂ４－２Ｂ メッキ 耐雪型 ｍ * 28 36
ガードレール設置工 県統一 ガードレール撤去工　土中建込用 旧Ｇｒ－Ｓ－２Ｅ ｍ * 30 37
ガードレール設置工 県統一 ガードレール撤去工　土中建込用 Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－４Ｅ ｍ * 30 37
ガードレール設置工 県統一 ガードレール撤去工　土中建込用 Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－４Ｅ ｍ * 30 37
ガードレール設置工 県統一 ガードレール撤去工　土中建込用 旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ ｍ * 30 37
ガードレール設置工 県統一 ガードレール撤去工　ＣＯ建込用 旧Ｇｒ－Ｓ－１Ｂ ｍ * 30 37
ガードレール設置工 県統一 ガードレール撤去工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａ、Ｂ、Ｃ－２Ｂ ｍ * 30 37
ガードレール設置工 県統一 ガードレール撤去工　ＣＯ建込用 Ｇｒ－Ａｍ、Ｂｍ－２Ｂ ｍ * 30 37
ガードレール設置工 県統一 ガードレール撤去工　ＣＯ建込用 旧Ｇｒ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ ｍ * 30 37
ガードレール設置工 県統一 ガードレール撤去工　土中建込用 旧Ｓ２、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５耐雪型 ｍ * 30 38
ガードレール設置工 県統一 ガードレール撤去工　土中建込用 Ａ４、Ａ５、Ｂ４、Ｃ３　耐雪型 ｍ * 30 38
ガードレール設置工 県統一 ガードレール撤去工　土中建込用 Ａ３、Ｂ３、Ｃ２　耐雪型 ｍ * 30 38
ガードレール設置工 県統一 ガードレール撤去工　土中建込用 Ａ２、Ｂ２　耐雪型 ｍ * 30 38
ガードレール設置工 県統一 ガードレール撤去工　ＣＯ建込用 （旧１Ｂ）耐雪型 ｍ * 30 38
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ガードレール設置工 県統一 ガードレール撤去工　ＣＯ建込用 ２Ｂ　耐雪型 ｍ * 30 38
ガードレール設置工 県統一 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) 路側用　Ａ・Ｂ・Ｃ種 ｍ * 32 39
ガードレール設置工 県統一 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材設置工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) 分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種 ｍ * 32 39
ガードレール設置工 県統一 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) （路側用　旧Ｓ種） ｍ * 32 40
ガードレール設置工 県統一 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) 路側用A･B･C 歩車道境界旧ApBpCp ｍ * 32 40
ガードレール設置工 県統一 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ﾚｰﾙ(耐雪型含) 分離帯用　Ａｍ・Ｂｍ種 ｍ * 32 40
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　加算額 標準支柱より長い（Ｂ､Ｃ）４ｍ ｍ * 32 41
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　加算額 標準支柱より長い（Ｂ､Ｃ）３ｍ ｍ * 32 41
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　加算額 標準支柱より長い（Ｂ､Ｃ）２ｍ ｍ * 32 41
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　加算額 曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　４ｍ ｍ * 32 41
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　加算額 曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　３ｍ ｍ * 32 41
ガードレール設置工 県統一 ガードレール設置工　加算額 曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　２ｍ ｍ * 32 41
横断・転落防止柵設置工 県統一 横断･転落防止柵設置工 土中建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ * 52 59
横断・転落防止柵設置工 県統一 横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ * 52 59
横断・転落防止柵設置工 県統一 横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型 支柱間隔3m ｍ * 52 59
横断・転落防止柵設置工 県統一 横断･転落防止柵設置工 ＣＯ建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ * 52 59
横断・転落防止柵設置工 県統一 横断･転落防止柵設置工 ＣＯ建込用 門型 支柱間隔3m ｍ * 52 59
横断・転落防止柵設置工 県統一 横断･転落防止柵設置工 ｱﾝｶｰ固定用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ * 52 59
横断・転落防止柵設置工 県統一 横断･転落防止柵部材設置工 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔3m ｍ * 52 59
横断・転落防止柵設置工 県統一 横断･転落防止柵設置工 根巻きコンクリート設置 箇所 * 52 59
横断・転落防止柵設置工 県統一 横断･転落防止柵撤去工 土中建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ * 52 60
横断・転落防止柵設置工 県統一 横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ * 52 60
横断・転落防止柵設置工 県統一 横断･転落防止柵撤去工ﾌﾞﾛｯｸ建込用 門型 支柱間隔3m ｍ * 52 60
横断・転落防止柵設置工 県統一 横断･転落防止柵撤去工 ＣＯ建込用 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ * 52 60
横断・転落防止柵設置工 県統一 横断･転落防止柵撤去工 ＣＯ建込用 門型 支柱間隔3m ｍ * 52 60
横断・転落防止柵設置工 県統一 横断･転落防止柵撤去工 ｱﾝｶｰ固定用 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ * 52 60
横断・転落防止柵設置工 県統一 横断･転落防止柵部材撤去工 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙのみ 支柱間隔3m ｍ * 52 60
法面工 県統一 法面工（モルタル吹付） 厚５ｃｍ ｍ２ * 110 126
法面工 県統一 法面工（モルタル吹付） 厚６ｃｍ ｍ２ * 110 126
法面工 県統一 法面工（モルタル吹付） 厚７ｃｍ ｍ２ * 110 126
法面工 県統一 法面工（モルタル吹付） 厚８ｃｍ ｍ２ * 110 126
法面工 県統一 法面工（モルタル吹付） 厚９ｃｍ ｍ２ * 110 126
法面工 県統一 法面工（モルタル吹付） 厚１０ｃｍ ｍ２ * 110 126
法面工 県統一 法面工（コンクリート吹付） 厚１０ｃｍ ｍ２ * 110 126
法面工 県統一 法面工（コンクリート吹付） 厚１５ｃｍ ｍ２ * 110 126
法面工 県統一 法面工（コンクリート吹付） 厚２０ｃｍ ｍ２ * 110 126
法面工 県統一 法面工（植生基材吹付） 厚３ｃｍ ｍ２ * 110 127
法面工 県統一 法面工（植生基材吹付） 厚４ｃｍ ｍ２ * 110 127
法面工 県統一 法面工（植生基材吹付） 厚５ｃｍ ｍ２ * 110 127
法面工 県統一 法面工（植生基材吹付） 厚６ｃｍ ｍ２ * 110 127
法面工 県統一 法面工（植生基材吹付） 厚７ｃｍ ｍ２ * 110 127
法面工 県統一 法面工（植生基材吹付） 厚８ｃｍ ｍ２ * 110 127
法面工 県統一 法面工（植生基材吹付） 厚１０ｃｍ ｍ２ * 110 127
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法面工 県統一 法面工（客土吹付） 厚１ｃｍ ｍ２ * 110 127
法面工 県統一 法面工（客土吹付） 厚２ｃｍ ｍ２ * 110 127
法面工 県統一 法面工（客土吹付） 厚３ｃｍ ｍ２ * 110 127
法面工 県統一 法面工 種子散布 ｍ２ * 110 127
法面工 県統一 法面工（植生マット） 肥料袋付 ｍ２ * 110 128
法面工 県統一 法面工（植生シート） 肥料袋無（標準品） ｍ２ * 110 128
法面工 県統一 法面工（植生シート） 肥料袋無（環境品） ｍ２ * 110 128
法面工 県統一 法面工（植生筋工） 人工筋芝（種子帯） ｍ２ * 110 128
法面工 県統一 法面工（筋芝工） 野芝・高麗芝 ｍ２ * 110 128
法面工 県統一 法面工（張芝工） 野芝・高麗芝（全面張） ｍ２ * 110 128
法面工 県統一 法面工（繊維ネット工） 肥料袋無 ｍ２ * 110 128
法面工 県統一 法面工（繊維ネット工） 肥料袋付 ｍ２ * 110 128
道路植栽工 県統一 道路植栽工　低木 樹高　６０ｃｍ未満 本 * 138 158
道路植栽工 県統一 道路植栽工　中木 樹高 ６０～１００ｃｍ未満 本 * 138 158
道路植栽工 県統一 道路植栽工　中木 樹高 １００～２００ｃｍ未満 本 * 138 158
道路植栽工 県統一 道路植栽工　中木 樹高 ２００～３００ｃｍ未満 本 * 138 158
道路植栽工 県統一 道路植栽工　高木 幹周　２０ｃｍ未満 本 * 138 158
道路植栽工 県統一 道路植栽工　高木 幹周 ２０～４０ｃｍ未満 本 * 138 158
道路植栽工 県統一 道路植栽工　高木 幹周 ４０～６０ｃｍ未満 本 * 138 158
道路植栽工 県統一 道路植栽工　高木 幹周 ６０～９０ｃｍ未満 本 * 138 158
道路植栽工 県統一 道路植栽工　支柱設置　中木 二脚鳥居　添木　２５０ｃｍ以上 本 * 138 159
道路植栽工 県統一 道路植栽工　支柱設置　中木 八ツ掛　竹　樹高１００ｃｍ以上 本 * 138 159
道路植栽工 県統一 道路植栽工　支柱設置　中木 添柱形　１本形　１００ｃｍ以上 本 * 138 159
道路植栽工 県統一 道路植栽工　支柱設置　中木 布掛　竹　樹高　１００ｃｍ以上 ｍ * 138 159
道路植栽工 県統一 道路植栽工　支柱設置　中木 生垣形　樹高　１００ｃｍ以上 ｍ * 138 159
道路植栽工 県統一 道路植栽工　支柱設置　高木 二脚鳥居　添木付　３０ｃｍ未満 本 * 138 160
道路植栽工 県統一 道路植栽工　支柱設置　高木 二脚鳥居添木無３０～４０㎝未満 本 * 138 160
道路植栽工 県統一 道路植栽工　支柱設置　高木 三脚鳥居 ３０～６０ｃｍ 本 * 138 160
道路植栽工 県統一 道路植栽工　支柱設置　高木 十字鳥居　３０ｃｍ以上 本 * 138 160
道路植栽工 県統一 道路植栽工　支柱設置　高木 二脚鳥居組合せ　５０ｃｍ以上 本 * 138 160
道路植栽工 県統一 道路植栽工　支柱設置　高木 八ツ掛　４０ｃｍ未満 本 * 138 160
道路植栽工 県統一 道路植栽工　支柱設置　高木 八ツ掛　４０ｃｍ以上 本 * 138 160
道路植栽工 県統一 道路植栽工　支柱撤去 高木 本 * 138 160
道路植栽工 県統一 道路植栽工　支柱撤去　中木 布掛、生垣形 ｍ * 138 160
道路植栽工 県統一 道路植栽工　支柱撤去　中木 二脚鳥居添木付　八ツ掛竹　添柱 本 * 138 160
道路植栽工 県統一 道路植栽工　地被類植付工 鉢 * 138 161
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　高木せん定 夏期　６０ｃｍ未満 本 * 142 161
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　高木せん定 夏期 ６０～１２０ｃｍ 本 * 142 161
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　高木せん定 冬期　６０ｃｍ未満 本 * 142 161
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　高木せん定 冬期 ６０～１２０ｃｍ 本 * 142 161
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理中低木せん定 球形　１００ｃｍ未満 本 * 142 162
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理中低木せん定 球形 １００～２００ｃｍ 本 * 142 162
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理中低木せん定 球形 ２００～３００ｃｍ未満 本 * 142 162
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道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理中低木せん定 円筒形　１００ｃｍ未満 本 * 142 162
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理中低木せん定 円筒形 １００～２００ｃｍ 本 * 142 162
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理中低木せん定 円筒形 ２００～３００ｃｍ 本 * 142 162
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　寄植せん定 低木（株物） ｍ２ * 142 162
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　寄植せん定 中木 ｍ２ * 142 162
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　施肥 高木　幹周　６０ｃｍ未満 本 * 142 163
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　施肥 高木　幹周　６０以上１２０未満 本 * 142 163
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　施肥 中木　樹高２００以上３００未満 本 * 142 163
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　施肥 中木・低木　樹高　２００cm未満 本 * 142 163
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　施肥 寄植　中木及び低木（株物） ｍ２ * 142 163
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　施肥 芝 ｍ２ * 142 163
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　除草 抜根除草　植込み地 ｍ２ * 142 163
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　除草 抜根除草　芝生 ｍ２ * 142 163
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　芝刈 芝刈 ｍ２ * 142 163
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　潅水 トラック使用 ｍ２ * 142 163
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　潅水 散水車貸与 ｍ２ * 142 163
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　防除 低木　樹高　６０ｃｍ未満 本 * 142 164
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　防除 中木　樹高　６０以上１００未満 本 * 142 164
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　防除 中木　樹高１００以上２００未満 本 * 142 164
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　防除 中木　樹高２００以上３００未満 本 * 142 164
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　防除 高木　幹周　６０ｃｍ未満 本 * 142 164
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　防除 高木　幹周　６０以上１２０未満 本 * 142 164
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　防除 寄植　低木（株物） ｍ２ * 142 164
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　防除 寄植　中木 ｍ２ * 142 164
道路植栽工 県統一 道路植栽工　植樹管理　防除 芝 ｍ２ * 142 164
道路植栽工 県統一 道路植栽工　移植工（掘取工） 低木（株物）　樹高６０ｃｍ未満 本 * 138 165
道路植栽工 県統一 道路植栽工　移植工（掘取工） 中木　樹高６０以上１００未満 本 * 138 165
道路植栽工 県統一 道路植栽工　移植工（掘取工） 中木　樹高１００以上２００未満 本 * 138 165
道路植栽工 県統一 道路植栽工　移植工（掘取工） 中木　樹高２００以上３００未満 本 * 138 165
道路植栽工 県統一 道路植栽工　移植工（掘取工） 高木　幹周３０ｃｍ未満 本 * 138 165
道路植栽工 県統一 道路植栽工　移植工（掘取工） 高木　幹周３０以上６０未満 本 * 138 165
道路植栽工 県統一 道路植栽工　移植工（掘取工） 高木　幹周６０以上９０未満 本 * 138 165
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 制約受 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 制約著受 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約受 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 制約無 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 制約受 ｍ２ * 462 369

103 ケ項欄の「999」は，Web建設物価掲載単価



種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 制約著受 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 著受 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 著受 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 ｍ２ * 462 370
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２ * 466 373
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 ｍ２ * 454 359
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 無 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 受 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 著受 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 無 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 受 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 著受 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整研削材及びケレンかす 無 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整研削材及びケレンかす 受 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整研削材及びケレンかす 著受 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 無 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 受 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 著受 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 無 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 受 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 著受 ｍ２ * 470 377
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整研削材及びケレンかす 無 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整研削材及びケレンかす 受 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整研削材及びケレンかす 著受 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(2層)はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ * 470 379
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回/層)はけ･ﾛｰﾗｰII ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 474 380
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 458 368
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 無 6休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 受 6休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 著受 6休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 6休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 6休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 6休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 6休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約受 6休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 6休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 無 6休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 受 6休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 著受 6休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 6休 ｍ２ * 462 369
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 6休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 6休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 6休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 6休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 6休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 6休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける 6休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける 6休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 6休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける 6休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける 6休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 6休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 6休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 6休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 6休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 6休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受6休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 6休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 6休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 6休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 6休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 6休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 6休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 6休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 6休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 6休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 6休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 6休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 6休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 6休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 6休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 6休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 6休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 6休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 6休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 6休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 6休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受6休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 6休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 6休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 6休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 6休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 6休 ｍ２ * 462 370
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 6休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 6休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 6休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 6休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 6休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 6休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 6休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 6休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 6休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 6休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 ｍ２ * 466 373
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 6休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 6休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 6休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 6休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 6休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 6休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 6休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 6休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 6休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 6休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 6休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 6休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 6休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 6休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 6休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 6休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 6休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 6休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 6休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 6休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 6休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 6休 ｍ２ * 454 359
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 6休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 6休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 無 6休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 受 6休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 著受 6休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 6休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 6休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 6休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 6休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 6休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 6休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 6休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 6休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 6休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 無 6休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 受 6休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 著受 6休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 無 6休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 受 6休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 著受 6休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 6休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 6休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 6休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 6休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 6休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 6休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 無 6休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 受 6休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 著受 6休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 6休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 6休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 6休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 6休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 6休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 6休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 6休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 6休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 6休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 無 6休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 受 6休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 著受 6休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 無 6休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 受 6休 ｍ２ * 470 377
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 著受 6休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ6休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI6休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII6休 ｍ２ * 470 379
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 6休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ6休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ * 474 381
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ * 458 368
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 6休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 6休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 6休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系6休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 6休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩6休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 6休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩6休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 6休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 無 7休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 受 7休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 著受 7休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 7休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 7休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 7休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 7休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約受 7休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 7休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 無 7休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 受 7休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 著受 7休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 7休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 7休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 7休 ｍ２ * 462 369
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 7休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 7休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 7休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 7休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける 7休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける 7休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 7休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける 7休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける 7休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 7休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 7休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 7休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 7休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 7休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受7休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 7休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 7休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 7休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 7休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 7休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 7休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 7休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 7休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 7休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 7休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 7休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 7休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 7休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 7休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 7休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 7休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 7休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 7休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 7休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 7休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受7休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 7休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 7休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 7休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 7休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 7休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 7休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 7休 ｍ２ * 462 371
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 7休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 7休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 7休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 7休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 7休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 7休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 7休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 7休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 ｍ２ * 466 373
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 7休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 7休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 7休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 7休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 7休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 7休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 7休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 7休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 7休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 7休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 7休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 7休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 7休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 7休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 7休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 7休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 7休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 7休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 7休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 7休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 7休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 7休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 7休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 7休 ｍ２ * 454 359
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 無 7休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 受 7休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 著受 7休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 7休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 7休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 7休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 7休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 7休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 7休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 7休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 7休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 7休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 無 7休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 受 7休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 著受 7休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 無 7休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 受 7休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 著受 7休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 7休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 7休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 7休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 7休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 7休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 7休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 無 7休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 受 7休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 著受 7休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 7休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 7休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 7休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 7休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 7休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 7休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 7休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 7休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 7休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 無 7休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 受 7休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 著受 7休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 無 7休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 受 7休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 著受 7休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 454 361
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ7休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI7休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII7休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２ * 470 379
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 7休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ7休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ * 474 381
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ * 474 383
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 7休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 7休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 7休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系7休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 7休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩7休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 7休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩7休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 7休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 無 8休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 受 8休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 動力工具処理 ISO St3 著受 8休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 8休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 8休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 8休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約無 8休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約受 8休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　昼間 研削材及びケレンかす 制約著受 8休 ｍ２ * 446 352
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 無 8休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 受 8休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 動力工具処理 ISO St3 著受 8休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 無 8休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 受 8休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 著受 8休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約無 8休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約受 8休 ｍ２ * 462 369
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋素地調整　夜間 研削材及びケレンかす 制約著受 8休 ｍ２ * 462 369
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約無 8休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約受ける 8休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 昼間 制約著受ける 8休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約無 8休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約受ける 8休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　準備・補修 夜間 制約著受ける 8休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 8休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 8休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 8休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 8休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 8休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受8休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 8休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 8休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 8休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 8休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 8休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 8休 ｍ２ * 446 353
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 8休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 8休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 8休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 8休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 8休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 8休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 8休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 8休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　昼間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 8休 ｍ２ * 446 354
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 無 8休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 受 8休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 ﾐｽﾄｺｰﾄ 変性ｴﾎﾟｷｼ(1層) 著受 8休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 無 8休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層） 受 8休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ（2回塗/層）著受8休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 無 8休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 受 8休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2層) 著受 8休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 無 8休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 受 8休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(2回塗/層) 著受 8休 ｍ２ * 462 370
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 無 8休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 受 8休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(2層) 著受 8休 ｍ２ * 462 371
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 無 8休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 受 8休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 鉛・ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止(3層) 著受 8休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 無 8休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 受 8休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　下塗り　夜間 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂(1層) 著受 8休 ｍ２ * 462 371
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 ｍ２ * 450 355
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 ｍ２ * 450 356
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 ｍ２ * 466 372
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　中塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 ｍ２ * 466 373
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 ｍ２ * 450 357
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 ｍ２ * 450 357
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 ｍ２ * 450 358
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約無 8休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約受 8休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 赤系 制約著受 8休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約無 8休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約受 8休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 淡彩 制約著受 8休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約無 8休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約受 8休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 長油性フタル酸 濃彩 制約著受 8休 ｍ２ * 466 374
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約無 8休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約受 8休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 赤系 制約著受 8休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約無 8休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約受 8休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 淡彩 制約著受 8休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 8休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約受 8休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　新橋塗装　上塗り　夜間 ふっ素樹脂 濃彩 制約著受 8休 ｍ２ * 466 375
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 無 8休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 受 8休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 清掃・水洗い 著受 8休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 無 8休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 受 8休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 １種ケレン 著受 8休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 無 8休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 受 8休 ｍ２ * 454 359
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ２種ケレン 著受 8休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 8休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 8休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 8休 ｍ２ * 454 359
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 8休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 8休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 8休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 8休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 8休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 8休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 無 8休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 受 8休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 素地調整 ４種ケレン 著受 8休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 無 8休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 受 8休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　昼間 研削材及びケレンかす 著受 8休 ｍ２ * 454 360
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 無 8休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 受 8休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 清掃・水洗い 著受 8休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 無 8休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 受 8休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 １種ケレン 著受 8休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 無 8休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 受 8休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ２種ケレン 著受 8休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 無 8休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 受 8休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＡ 著受 8休 ｍ２ * 470 376
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 無 8休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 受 8休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＢ 著受 8休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 無 8休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 受 8休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ３種ケレンＣ 著受 8休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 無 8休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 受 8休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 素地調整 ４種ケレン 著受 8休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 無 8休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 受 8休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　夜間 研削材及びケレンかす 著受 8休 ｍ２ * 470 377
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 454 361
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 454 361
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　昼　著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 454 362
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ1層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ(2層)ｽﾌﾟﾚｰ8休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 470 378
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) はけ･ﾛｰﾗｰI8休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層はけﾛｰﾗｰII8休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ 8休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　無 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 470 379
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　下塗　夜　著受 無溶剤変性ｴﾎﾟｷｼ2層はけ･ﾛｰﾗｰ8休 ｍ２ * 470 379
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ * 458 363
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ * 458 364
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ * 458 365
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ * 474 380
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ * 474 381
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ * 474 381
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　中塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ * 474 382
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ * 458 366
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ * 458 367
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　昼　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ * 458 368
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ赤系 8休 ｍ２ * 474 383
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橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩 8休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 長油性フタル酸はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩 8休 ｍ２ * 474 383
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ赤系8休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ赤系 8休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ淡彩8休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ淡彩 8休 ｍ２ * 474 384
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素はけ･ﾛｰﾗｰ濃彩8休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　無 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ * 474 385
橋梁塗装工(土木工事標準単価) 県統一 橋梁塗装工　塗替塗装　上塗　夜　著受 弱溶剤形ふっ素ｽﾌﾟﾚｰ濃彩 8休 ｍ２ * 474 385
橋梁用伸縮継手設置工 県統一 伸縮装置工　新設 軽量型 ｍ * 158 181
橋梁用伸縮継手設置工 県統一 伸縮装置工　新設 普通型 ｍ * 158 181
橋梁用伸縮継手設置工 県統一 伸縮装置工　補修 １車線　軽量型 ｍ * 158 181
橋梁用伸縮継手設置工 県統一 伸縮装置工　補修 ２車線　軽量型 ｍ * 158 181
橋梁用伸縮継手設置工 県統一 伸縮装置工　補修 １車線　普通型 ｍ * 158 181
橋梁用伸縮継手設置工 県統一 伸縮装置工　補修 ２車線　普通型 ｍ * 158 181
埋設型伸縮継手設置工 県統一 埋設型伸縮継手工　新設 舗装厚内型　後付工法 ｍ * 164 189
埋設型伸縮継手設置工 県統一 埋設型伸縮継手工　新設 床版箱抜型　後付工法 ｍ * 164 189
埋設型伸縮継手設置工 県統一 埋設型伸縮継手工　新設 床版箱抜型　先付工法 ｍ * 164 189
埋設型伸縮継手設置工 県統一 埋設型伸縮継手工　補修 舗装厚内型　１車線相当 ｍ * 164 189
埋設型伸縮継手設置工 県統一 埋設型伸縮継手工　補修 舗装厚内型　２車線相当 ｍ * 164 189
埋設型伸縮継手設置工 県統一 埋設型伸縮継手工　補修 床版箱抜型　１車線相当 ｍ * 164 189
埋設型伸縮継手設置工 県統一 埋設型伸縮継手工　補修 床版箱抜型　２車線相当 ｍ * 164 189
埋設型伸縮継手設置工 県統一 埋設型伸縮継手工　本体材料費 加算額　舗装厚内型用 ｍ３ * 164 189
埋設型伸縮継手設置工 県統一 埋設型伸縮継手工　本体材料費 加算額　床版箱抜型　特殊合材費 ｍ３ * 164 189
埋設型伸縮継手設置工 県統一 埋設型伸縮継手工　本体材料費 加算額　床版箱抜型　伸縮金物費 ｍ * 164 189
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　機械施工　制約受ける ｍ３ * 480 390
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構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　人力施工　制約受ける ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受ける ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受ける ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　機械施工　制約受ける ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　人力施工　制約受ける ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受ける ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受ける ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受ける ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受ける ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 6休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 6休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 6休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 6休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 6休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 6休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 6休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 6休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 6休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 6休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 6休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 6休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 6休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 6休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 6休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 6休 ｍ３ * 480 391
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構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 6休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 6休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 7休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 7休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 7休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 7休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 7休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 7休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 7休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 7休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 7休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 7休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 7休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 7休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 7休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 7休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 7休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 7休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 7休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 7休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　機械施工　制約無 8休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　人力施工　制約無 8休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　機械施工　制約受 8休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　人力施工　制約受 8休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約無 8休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約無 8休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約受 8休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約受 8休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 昼間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３ * 480 390
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　機械施工　制約無 8休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　人力施工　制約無 8休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　機械施工　制約受 8休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　人力施工　制約受 8休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３ * 480 391
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構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 無筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約無 8休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約無 8休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約受 8休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約受 8休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　機械施工　制約著しく受 8休 ｍ３ * 480 391
構造物取壊し工(土木標準単価) 県統一 鉄筋構造物 夜間　人力施工　制約著しく受 8休 ｍ３ * 480 391
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂モルタル舗装工 厚６ｍｍ以下 ｍ２ * 176 204
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂モルタル舗装工 厚６ｍｍ超え８ｍｍ以下 ｍ２ * 176 204
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂モルタル舗装工 厚８ｍｍ超え１０ｍｍ以下 ｍ２ * 176 204
薄層カラー舗装工 県統一 景観透水性舗装工 自然石　厚１０ｍｍ以下 ｍ２ * 176 204
薄層カラー舗装工 県統一 景観透水性舗装工 自然石厚１０ｍｍ超１５ｍｍ以下 ｍ２ * 176 204
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０１ ｍ２ * 176 205
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０２ ｍ２ * 176 205
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０３ ｍ２ * 176 205
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－１０４ ｍ２ * 176 205
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０１ ｍ２ * 176 205
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０２ ｍ２ * 176 205
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０３ ｍ２ * 176 205
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－２０４ ｍ２ * 176 205
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０１ ｍ２ * 176 205
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０２ ｍ２ * 176 205
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０３ ｍ２ * 176 205
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－３０４ ｍ２ * 176 206
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－４０１ ｍ２ * 176 206
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－４０２ ｍ２ * 176 206
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－５０１ ｍ２ * 176 206
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－５０２ ｍ２ * 176 206
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－６０１ ｍ２ * 176 206
薄層カラー舗装工 県統一 樹脂系すべり止め舗装工 ＲＰＮ－６０２ ｍ２ * 176 206
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式　メッキ　φ６０．５ 基 * 76 90
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式　メッキ　φ７６．３ 基 * 76 90
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式　メッキ　φ８９．１ 基 * 76 90
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式　メッキ　φ１０１．６ 基 * 76 90
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ６０．５ 基 * 76 90
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ７６．３ 基 * 76 90
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式 メッキ＋塗装 φ８９．１ 基 * 76 90
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式　静電塗装　φ６０．５ 基 * 76 90
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式　静電塗装　φ７６．３ 基 * 76 90
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 単柱式　静電塗装　φ８９．１ 基 * 76 90
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式　メッキ　φ６０．５ 基 * 76 91
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式　メッキ　φ７６．３ 基 * 76 91
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式　メッキ　φ８９．１ 基 * 76 91
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道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式　メッキ　φ１０１．６ 基 * 76 91
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ＋塗装 φ６０．５ 基 * 76 91
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ＋塗装 φ７６．３ 基 * 76 91
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式 メッキ＋塗装 φ８９．１ 基 * 76 91
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式　静電塗装　φ６０．５ 基 * 76 91
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式　静電塗装　φ７６．３ 基 * 76 91
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎設置（路側式） 複柱式　静電塗装　φ８９．１ 基 * 76 91
道路標識設置工 県統一 標識柱設置（片持式） ４００ｋｇ未満　設置手間 基 * 76 92
道路標識設置工 県統一 標識柱設置（片持式） ４００ｋｇ以上　設置手間 基 * 76 92
道路標識設置工 県統一 標識柱設置（門型式） １０ｍ未満　設置手間 基 * 76 92
道路標識設置工 県統一 標識柱設置（門型式） １０～２０ｍ 設置手間 基 * 76 92
道路標識設置工 県統一 標識柱設置（門型式） ２０ｍ以上　設置手間 基 * 76 92
道路標識設置工 県統一 標識板設置（案内標識［番号除］）新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2未満金具含 ｍ２ * 80 93
道路標識設置工 県統一 標識板設置（案内標識［番号除］）新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ 2m2未満 金具含 ｍ２ * 80 93
道路標識設置工 県統一 標識板設置（案内標識［番号除］）新設 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ2m2以上金具含 ｍ２ * 80 93
道路標識設置工 県統一 標識板設置（案内標識［番号除］）新設 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･ﾚﾝｽﾞ 2m2以上 金具含 ｍ２ * 80 93
道路標識設置工 県統一 標識板設置（案内標識［番号除］）新設 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2未満 金具含 ｍ２ * 80 93
道路標識設置工 県統一 標識板設置（案内標識［番号除］）新設 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含 ｍ２ * 80 93
道路標識設置工 県統一 標識板設置（案内標識［番号除］）移設 2m2未満 設置手間 ｍ２ * 80 93
道路標識設置工 県統一 標識板設置（案内標識［番号除］）移設 2m2以上 設置手間 ｍ２ * 80 93
道路標識設置工 県統一 標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 基 * 80 93
道路標識設置工 県統一 添架式標識板取付金具設置 信号アーム部　金具含　材工共 基 * 80 93
道路標識設置工 県統一 添架式標識板取付金具設置 照明柱 既設標識柱金具含 材工共 基 * 80 93
道路標識設置工 県統一 添架式標識板取付金具設置 歩道橋　設置手間 基 * 80 93
道路標識設置工 県統一 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0m3未満 ｍ３ * 76 92
道路標識設置工 県統一 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 4.0～6.0m3未満 ｍ３ * 76 92
道路標識設置工 県統一 標識基礎設置 ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎 6.0m3以上 ｍ３ * 76 92
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式φ６０．５～φ１０１．６ 基 * 80 94
道路標識設置工 県統一 標識柱・基礎撤去（路側式） 複柱式φ６０．５～φ１０１．６ 基 * 80 94
道路標識設置工 県統一 標識柱撤去（片持式） ４００ｋｇ未満 基 * 80 94
道路標識設置工 県統一 標識柱撤去（片持式） ４００ｋｇ以上 基 * 80 94
道路標識設置工 県統一 標識柱撤去（門型式） １０ｍ未満 基 * 80 94
道路標識設置工 県統一 標識柱撤去（門型式） １０～２０ｍ未満 基 * 80 94
道路標識設置工 県統一 標識柱撤去（門型式） ２０ｍ以上 基 * 80 94
道路標識設置工 県統一 標識板撤去（路側式） 警戒　規制　指示　路線番号標識 基 * 80 94
道路標識設置工 県統一 標識板撤去案内標識[路線番号除く] ２．０ｍ２未満 ｍ２ * 80 94
道路標識設置工 県統一 標識板撤去案内標識[路線番号除く] ２．０ｍ２以上 ｍ２ * 80 94
道路標識設置工 県統一 標識板撤去（添架式） 信号アーム部　金具撤去含 基 * 80 95
道路標識設置工 県統一 標識板撤去（添架式） 照明柱　既設標識柱　金具撤去含 基 * 80 95
道路標識設置工 県統一 標識板撤去（添架式） 歩道橋　金具撤去含 基 * 80 95
道路標識設置工 県統一 標識基礎撤去 コンクリート基礎 ｍ３ * 80 94
道路標識設置工 県統一 道路標識設置工　加算額 標識板の裏面塗装 ｍ２ * 80 95
道路標識設置工 県統一 道路標識設置工　加算額 アンカーボルト材料 ｋｇ * 80 95
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道路標識設置工 県統一 道路標識(加算額) 曲げ支柱（路側式）φ６０．５ 本 * 80 95
道路標識設置工 県統一 道路標識(加算額) 曲げ支柱（路側式）φ７６．３ 本 * 80 95
道路標識設置工 県統一 道路標識(加算額) 曲げ支柱（路側式）φ８９．１ 本 * 80 95
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 * 90 106
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 * 90 106
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 * 90 106
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 * 90 106
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 * 90 106
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 * 90 106
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 土中建込用 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 * 90 106
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 土中建込用 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 * 90 106
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 * 90 107
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 * 90 107
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 * 90 107
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 * 90 107
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 * 90 107
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 * 90 107
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 * 90 107
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔有 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 * 90 107
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 * 90 108
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 * 90 108
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 * 90 108
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 * 90 108
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 * 90 108
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 * 90 108
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 両面反射 φ300 支柱φ60.5 本 * 90 108
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO建込用 穿孔無 片面反射 φ300 支柱φ60.5 本 * 90 108
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 * 90 109
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 本 * 90 109
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ100以下 かぶせ式 本 * 90 109
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 * 90 109
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式 本 * 90 109
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ100以下 かぶせ式 本 * 90 109
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 防護柵取付用 両面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 * 90 109
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 防護柵取付用 片面反射 φ300 ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 * 90 109
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 側壁用 本 * 90 110
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 本 * 90 110
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 側壁用 本 * 90 110
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ100以下 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 本 * 90 110
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 構造物取付用 両面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 本 * 90 110
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 構造物取付用 片面反射 φ300 ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ式 本 * 90 110
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 両面反射 φ100以下 反射体数1個 本 * 94 111
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 片面反射 φ100以下 反射体数2個 本 * 94 111
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道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 片面反射 φ100以下 反射体数1個 本 * 94 111
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有 本 * 94 111
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 片面 φ100以下反射体数1 穿孔有 本 * 94 111
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 片面 φ100以下反射体数2 穿孔有 本 * 94 111
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 本 * 94 111
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 片面 φ100以下反射体数1 穿孔無 本 * 94 111
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用 片面 φ100以下反射体数2 穿孔無 本 * 94 111
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標撤去工 土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 本 * 94 114
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 本 * 94 114
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標撤去工 防護柵取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 本 * 94 114
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標撤去工 構造物取付用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含 本 * 94 114
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工　加算額　防塵型 （プロペラ型）　φ１００以下 面 * 94 111
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工　加算額 さや管 本 * 94 112
道路付属物設置工 県統一 視線誘導標設置工　加算額　防塵型 （プロペラ型）　φ３００ 面 * 94 111
道路付属物設置工 県統一 境界杭設置工　手間のみ ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎あり 本 * 98 112
道路付属物設置工 県統一 境界杭設置工　手間のみ ｺﾝｸﾘｰﾄ製 根巻き基礎なし 本 * 98 112
道路付属物設置工 県統一 境界杭撤去工 本 * 98 114
道路付属物設置工 県統一 道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 個 * 98 112
道路付属物設置工 県統一 道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式 両面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 個 * 98 112
道路付属物設置工 県統一 道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅20cm 個 * 98 112
道路付属物設置工 県統一 道路鋲設置工　大型鋲　穿孔式 片面反射 ｱﾙﾐ製 設置幅30cm 個 * 98 112
道路付属物設置工 県統一 道路鋲設置工　小型鋲　貼付式 両面反射　樹脂製　設置幅10cm 個 * 98 112
道路付属物設置工 県統一 道路鋲設置工　小型鋲　貼付式 片面反射　樹脂製　設置幅10cm 個 * 98 112
道路付属物設置工 県統一 道路鋲設置工　小型鋲　穿孔式 両面反射　アルミ　設置幅15cm 個 * 98 112
道路付属物設置工 県統一 道路鋲設置工　小型鋲　穿孔式 片面反射　アルミ　設置幅15cm 個 * 98 112
道路付属物設置工 県統一 道路鋲撤去工 貼付式 個 * 98 114
道路付属物設置工 県統一 道路鋲撤去工 穿孔式 個 * 98 114
道路付属物設置工 県統一 境界鋲設置工 金属製　設置手間 枚 * 98 113
道路付属物設置工 県統一 境界鋲撤去工 枚 * 98 114
道路付属物設置工 県統一 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ400mm 本 * 98 113
道路付属物設置工 県統一 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ650mm 本 * 98 113
道路付属物設置工 県統一 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　可変式 穿孔式 1本脚 φ80 高さ800mm 本 * 98 113
道路付属物設置工 県統一 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ400mm 本 * 98 113
道路付属物設置工 県統一 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ650mm 本 * 98 113
道路付属物設置工 県統一 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　着脱式 穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm 本 * 98 113
道路付属物設置工 県統一 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　固定式 貼付式 φ80 高さ400mm 本 * 98 113
道路付属物設置工 県統一 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　固定式 貼付式 φ80 高さ650mm 本 * 98 113
道路付属物設置工 県統一 車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)設置　固定式 貼付式 φ80 高さ800mm 本 * 98 113
道路付属物設置工 県統一 車線分離標撤去 可変式　穿孔式　１本脚 本 * 98 114
道路付属物設置工 県統一 車線分離標撤去 着脱式　穿孔式　３本脚 本 * 98 114
道路付属物設置工 県統一 車線分離標撤去 固定式　貼付式 本 * 98 114
公園植栽工 県統一 公園植栽工　植樹工　中木 樹高１００以上２００ｃｍ未満 本 * 150 173
公園植栽工 県統一 公園植栽工　植樹工　中木 樹高２００以上３００ｃｍ未満 本 * 150 173
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公園植栽工 県統一 公園植栽工　植樹工　低木 樹高６０ｃｍ未満 本 * 150 173
公園植栽工 県統一 公園植栽工　植樹工　中木 樹高６０以上１００ｃｍ未満 本 * 150 173
公園植栽工 県統一 公園植栽工　支柱設置　中木 二脚鳥居添木付　樹高２５０以上 本 * 150 173
公園植栽工 県統一 公園植栽工　支柱設置　中木 八ツ掛（竹）樹高１００ｃｍ以上 本 * 150 173
公園植栽工 県統一 公園植栽工　支柱設置　中木 添柱形（１本形）樹高１００以上 本 * 150 173
公園植栽工 県統一 公園植栽工　支柱設置　中木 布掛（竹）樹高１００ｃｍ以上 ｍ * 150 173
公園植栽工 県統一 公園植栽工　支柱設置　中木 生垣形　樹高１００ｃｍ以上 ｍ * 150 173
公園植栽工 県統一 公園植栽工　地被類植付工 鉢 * 150 173
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 昼間　制約無 ｍ２ * 436 397
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 昼間　制約受ける ｍ２ * 436 397
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 昼間　制約著しく受ける ｍ２ * 436 397
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 夜間　制約無 ｍ２ * 436 398
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 夜間　制約受ける ｍ２ * 436 398
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 夜間　制約著しく受ける ｍ２ * 436 398
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 昼間　制約無 6休 ｍ２ * 436 397
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 昼間　制約受ける 6休 ｍ２ * 436 397
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 6休 ｍ２ * 436 397
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 夜間　制約無 6休 ｍ２ * 436 398
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 夜間　制約受ける 6休 ｍ２ * 436 398
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 6休 ｍ２ * 436 398
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 昼間　制約無 7休 ｍ２ * 436 397
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 昼間　制約受ける 7休 ｍ２ * 436 397
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 7休 ｍ２ * 436 397
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 夜間　制約無 7休 ｍ２ * 436 398
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 夜間　制約受ける 7休 ｍ２ * 436 398
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 7休 ｍ２ * 436 398
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 昼間　制約無 8休 ｍ２ * 436 397
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 昼間　制約受ける 8休 ｍ２ * 436 397
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 昼間　制約著しく受ける 8休 ｍ２ * 436 397
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 夜間　制約無 8休 ｍ２ * 436 398
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 夜間　制約受ける 8休 ｍ２ * 436 398
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積工(土木標準単価) 県統一 ブロック積工 夜間　制約著しく受ける 8休 ｍ２ * 436 398
現場吹付法枠工 県統一 ラス張工 ｍ２ * 122 139
現場吹付法枠工 県統一 現場吹付法枠工　加算額 水切モルタル・コンクリート ｍ３ * 122 139
現場吹付法枠工 県統一 現場吹付法枠工　加算額 表面コテ仕上げ ｍ２ * 122 139
現場吹付法枠工 県統一 吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面　１５０×１５０ ｍ * 122 139
現場吹付法枠工 県統一 吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面　２００×２００ ｍ * 122 139
現場吹付法枠工 県統一 吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面　３００×３００ ｍ * 122 139
現場吹付法枠工 県統一 吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面　４００×４００ ｍ * 122 139
現場吹付法枠工 県統一 吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面　５００×５００ ｍ * 122 139
現場吹付法枠工 県統一 吹付枠工(モルタル・コンクリート) 梁断面　６００×６００ ｍ * 122 139
軟弱地盤処理工 県統一 サンドドレーン工 １０ｍ未満 ｍ * 192 219
軟弱地盤処理工 県統一 サンドドレーン工 １０ｍ以上２０ｍ未満 ｍ * 192 219
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軟弱地盤処理工 県統一 サンドドレーン工 ２０ｍ以上３５ｍ未満 ｍ * 192 219
軟弱地盤処理工 県統一 サンドコンパクションパイル工 １０ｍ未満 ｍ * 192 219
軟弱地盤処理工 県統一 サンドコンパクションパイル工 １０ｍ以上２０ｍ未満 ｍ * 192 219
軟弱地盤処理工 県統一 サンドコンパクションパイル工 ２０ｍ以上３５ｍ未満 ｍ * 192 219
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　無 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　無 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　受 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　受 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　受 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　受 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　受 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　昼　著しく受 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　昼　著しく受 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　著しく受 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　著しく受 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　著しく受 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜　無 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜　無 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　無 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　無 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜　無 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜　受 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜　受 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　受 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　受 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜　受 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　夜　著しく受 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　夜　著しく受 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　著しく受 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　著しく受 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜　著しく受 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　無 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　無 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　無 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　受 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　受 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　受 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　昼　著しく受 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　昼　著しく受 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　昼　著しく受 ｍ * 424 406
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排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　無 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　無 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜　無 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　受 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　受 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜　受 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　夜　著しく受 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　夜　著しく受 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　夜　著しく受 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　昼　無 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　無 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　昼　受 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　受 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　昼　著しく受 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　昼　著しく受 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　夜　無 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　夜　無 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　夜　受 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　夜　受 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ以下　夜　著しく受 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製 １７０ｋｇ以下　夜　著しく受 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ * 428 408
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排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 6休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 6休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 6休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 6休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 6休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 6休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 6休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 6休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 6休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約無 6休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約無 6休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 6休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 6休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 6休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 6休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ * 424 404
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排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 7休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 7休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 7休 ｍ * 428 410
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排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 7休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 7休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 7休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 7休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 7休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 7休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約無 7休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約無 7休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 7休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 7休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 7休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 7休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ * 424 404
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ * 424 405
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ * 428 408
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　６０ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ６００　３００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 Ｕ型側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ * 428 409
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ * 424 406
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排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　昼間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ * 424 406
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約無 8休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約受 8休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２０００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 自由勾配側溝　夜間 Ｌ２０００　２９００ｋｇ以下　制約著受 8休 ｍ * 428 410
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約無 8休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約無 8休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 8休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 8休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 8休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　昼間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 8休 枚 * 424 407
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約無 8休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約無 8休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約受ける 8休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約受ける 8休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 ４０ｋｇ以下　制約著しく受 8休 枚 * 428 411
排水構造物工(土木工事標準単価) 県統一 蓋版コンクリート・鋼製　夜間 １７０ｋｇ以下　制約著しく受 8休 枚 * 428 411
橋面防水工 県統一 橋面防水工 ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 新設 ｍ２ * 170 195
橋面防水工 県統一 橋面防水工 ｼｰﾄ系防水(ｱｽﾌｧﾙﾄ系) 補修 ｍ２ * 170 195
橋面防水工 県統一 橋面防水工 塗膜系防水(As系･合成ｺﾞﾑ系)新設 ｍ２ * 170 195
橋面防水工 県統一 橋面防水工 塗膜系防水(As系･合成ｺﾞﾑ系)補修 ｍ２ * 170 195
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工　間隔保持材付 柵高1.50m ﾛｰﾌﾟ5本 ﾛｰﾌﾟ･金網 ｍ * 60 70
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工　間隔保持材付 柵高2.00m ﾛｰﾌﾟ7本 ﾛｰﾌﾟ･金網 ｍ * 60 70
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工　間隔保持材付 柵高2.50m ﾛｰﾌﾟ8本 ﾛｰﾌﾟ･金網 ｍ * 60 70
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工　間隔保持材付 柵高3.00m ﾛｰﾌﾟ10本 ﾛｰﾌﾟ･金網 ｍ * 60 70
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工　間隔保持材付 柵高3.50m ﾛｰﾌﾟ12本 ﾛｰﾌﾟ･金網 ｍ * 60 70
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工　間隔保持材付 柵高4.00m ﾛｰﾌﾟ13本 ﾛｰﾌﾟ･金網 ｍ * 60 70
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高1.50m 本 * 60 68
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高2.00m 本 * 60 68
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高2.50m 本 * 60 68
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高3.00m 本 * 60 68
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落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高3.50m 本 * 60 68
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工（中間支柱） 柵高4.00m 本 * 60 68
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高1.50m 本 * 60 69
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高2.00m 本 * 60 69
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高2.50m 本 * 60 69
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高3.00m 本 * 60 69
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高3.50m 本 * 60 69
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工（端末支柱） 柵高4.00m 本 * 60 69
落石防護柵設置工 県統一 耐雪型落石防護柵工（上弦材付） 柵高1.50m 5本 ｍ * 60 70
落石防護柵設置工 県統一 耐雪型落石防護柵工（上弦材付） 柵高2.00m 7本 ｍ * 60 70
落石防護柵設置工 県統一 耐雪型落石防護柵工（上弦材付） 柵高2.50m 8本 ｍ * 60 70
落石防護柵設置工 県統一 耐雪型落石防護柵工（上弦材付） 柵高3.00m 10本 ｍ * 60 70
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工　ステーロープ 岩盤用 本 * 60 70
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工　加算額 曲り支柱柵高３．５ｍ以下 本 * 60 69
落石防護柵設置工 県統一 落石防護柵設置工　加算額 曲り支柱柵高４．０ｍ 本 * 60 69
落石防護網設置工 県統一 落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ３、４種　φ３．２ ｍ２ * 68 77
落石防護網設置工 県統一 落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ３、４種　φ４．０ ｍ２ * 68 77
落石防護網設置工 県統一 落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ３、４種　φ５．０ ｍ２ * 68 77
落石防護網設置工 県統一 落石防護網設置工 金網･ロープ設置 メッキ３、４種　φ２．６ ｍ２ * 68 77
落石防護網設置工 県統一 落石防護網設置工　アンカー設置 岩盤用 径２２㎜×長１０００㎜ 箇所 * 68 77
落石防護網設置工 県統一 落石防護網設置工　アンカー設置 岩盤用 径２５㎜×長１０００㎜ 箇所 * 68 77
落石防護網設置工 県統一 落石防護網設置工　アンカー設置 岩盤用 径２８㎜×長１０００㎜ 箇所 * 68 77
落石防護網設置工 県統一 落石防護網設置工　アンカー設置 岩盤用 径３２㎜×長１０００㎜ 箇所 * 68 77
落石防護網設置工 県統一 落石防護網設置工　アンカー設置 土中用 羽根付 径25㎜×長1500㎜ 箇所 * 68 78
落石防護網設置工 県統一 落石防護網設置工　アンカー設置 土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長1500 箇所 * 68 78
落石防護網設置工 県統一 落石防護網設置工　アンカー設置 土中用 高耐圧 ﾌﾟﾚｰﾄ羽付 長2000 箇所 * 68 78
落石防護網設置工 県統一 落石防護網設置工　アンカー設置 土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長1500 箇所 * 68 78
落石防護網設置工 県統一 落石防護網設置工　アンカー設置 土中用 高耐圧 溝形鋼羽付長2000 箇所 * 68 78
落石防護網設置工 県統一 落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 アンカー固定式　Ｈ＝２．０ｍ 箇所 * 68 79
落石防護網設置工 県統一 落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 アンカー固定式　Ｈ＝２．５ｍ 箇所 * 68 79
落石防護網設置工 県統一 落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 アンカー固定式　Ｈ＝３．０ｍ 箇所 * 68 79
落石防護網設置工 県統一 落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 アンカー固定式　Ｈ＝３．５ｍ 箇所 * 68 79
落石防護網設置工 県統一 落石防護網支柱設置工 ﾎﾟｹｯﾄ式支柱 アンカー固定式　Ｈ＝４．０ｍ 箇所 * 68 79
ガードパイプ設置工 県統一 ガードパイプ設置工　土中建込用 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ 塗装 ｍ * 40 49
ガードパイプ設置工 県統一 ガードパイプ設置工　土中建込用 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ 塗装 ｍ * 40 49
ガードパイプ設置工 県統一 ガードパイプ設置工　土中建込用 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｅ 塗装 ｍ * 40 49
ガードパイプ設置工 県統一 ガードパイプ設置工　土中建込用 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｅ メッキ ｍ * 40 49
ガードパイプ設置工 県統一 ガードパイプ設置工　土中建込用 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｅ メッキ ｍ * 40 49
ガードパイプ設置工 県統一 ガードパイプ設置工　ＣＯ建込用 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ 塗装 ｍ * 40 49
ガードパイプ設置工 県統一 ガードパイプ設置工　ＣＯ建込用 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ 塗装 ｍ * 40 49
ガードパイプ設置工 県統一 ガードパイプ設置工　ＣＯ建込用 Ｇｐ－Ｃｐ－２Ｂ 塗装 ｍ * 40 49
ガードパイプ設置工 県統一 ガードパイプ設置工　ＣＯ建込用 Ｇｐ－Ａｐ－２Ｂ メッキ ｍ * 40 49
ガードパイプ設置工 県統一 ガードパイプ設置工　ＣＯ建込用 Ｇｐ－Ｂｐ－２Ｂ メッキ ｍ * 40 49
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ガードパイプ設置工 県統一 ガードパイプ撤去工　土中建込用 Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｅ ｍ * 40 50
ガードパイプ設置工 県統一 ガードパイプ撤去工　ＣＯ建込用 Ｇｐ－Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ－２Ｂ ｍ * 40 50
ガードパイプ設置工 県統一 ガードパイプ部材設置工パイプのみ 歩車道境界用Ａｐ､Ｂｐ､Ｃｐ２ｍ ｍ * 40 50
ガードパイプ設置工 県統一 ガードパイプ部材撤去工パイプのみ 歩車道境界用Ａｐ､Ｂｐ､Ｃｐ２ｍ ｍ * 40 50
ガードパイプ設置工 県統一 ガードパイプ設置工　加算額 標準支柱より長い場合Ｂ、Ｃ２ｍ ｍ * 40 50
ガードパイプ設置工 県統一 ガードパイプ設置工　加算額 曲げ支柱　Ｂ、Ｃ　２ｍ ｍ * 40 50
鉄筋挿入工 県統一 鉄筋挿入工（ロックボルト工） 削孔機械の上下移動費 回 * 128 147
鉄筋挿入工 県統一 鉄筋挿入工（ロックボルト工） 仮設足場の設置・撤去費 空ｍ３ * 128 147
鉄筋挿入工 県統一 鉄筋挿入工（ロックボルト工） 現場条件Ⅰ ｍ * 128 147
鉄筋挿入工 県統一 鉄筋挿入工（ロックボルト工） 現場条件Ⅱ ｍ * 128 147
鉄筋挿入工 県統一 鉄筋挿入工（ロックボルト工） 現場条件Ⅲ ｍ * 128 147
グルービング工 県統一 グルービング工 縦方向グルービング工　幅９ｍｍ深６ｍｍ間隔６０mm ｍ２ * 180 212
グルービング工 県統一 グルービング工 縦方向グルービング工　幅９ｍｍ深４ｍｍ間隔６０mm ｍ２ * 180 212
グルービング工 県統一 グルービング工 横方向グルービング工　幅９ｍｍ深６ｍｍ間隔６０mm ｍ２ * 180 212
グルービング工 県統一 グルービング工 横方向グルービング工　幅36mm深10mm（路面排水用） ｍ * 180 212
コンクリート表面処理工 県統一 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ工(ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理) 下・横方向作業 ｍ２ * 186 225
港湾工事市場単価 県統一 底面工 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 ｹｰｿﾝ製作 m2 * 234
港湾工事市場単価 県統一 ﾏｯﾄ工 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(工場製作)設置 ｸﾚｰﾝ抜き m2 * 238
港湾工事市場単価 県統一 ﾏｯﾄ工 ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置 ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置 m2 * 238
港湾工事市場単価 県統一 支保工 海上打継用支保工 ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き m * 242
港湾工事市場単価 県統一 支保工 上部工製作 重力式 ｸﾚｰﾝ抜き m * 242
港湾工事市場単価 県統一 支保工 上部工製作 鋼矢板式 ｸﾚｰﾝ抜き m * 242
港湾工事市場単価 県統一 足場工 ｹｰｿﾝ製作 枠組足場（手摺先行型） ｸﾚｰﾝ抜き ｍ２ * 246
港湾工事市場単価 県統一 足場工 ｹｰｿﾝ製作 内足場 ｸﾚｰﾝ抜き m2 * 246
港湾工事市場単価 県統一 足場工 方塊製作 枠組足場（手摺先行型） ｸﾚｰﾝ抜き ｍ２ * 246
港湾工事市場単価 県統一 足場工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 枠組足場（手摺先行型） ｸﾚｰﾝ抜き ｍ２ * 246
港湾工事市場単価 県統一 足場工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 内足場 ｸﾚｰﾝ抜き m2 * 246
港湾工事市場単価 県統一 足場工 上部工製作 枠組足場（手摺先行型） 重力式 ｸﾚｰﾝ抜き ｍ２ * 246
港湾工事市場単価 県統一 足場工 上部工製作 枠組足場（手摺先行型） 鋼矢板式 ｸﾚｰﾝ抜き ｍ２ * 246
港湾工事市場単価 県統一 鉄筋工 ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き kg * 250
港湾工事市場単価 県統一 鉄筋工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き kg * 250
港湾工事市場単価 県統一 鉄筋工 上部工製作 ｸﾚｰﾝ抜き kg * 250
港湾工事市場単価 県統一 吊鉄筋工 吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ 鉄筋径38mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き kg * 254
港湾工事市場単価 県統一 吊鉄筋工 吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ 鉄筋径38mm以上50mm未満ｸﾚｰﾝ抜き kg * 254
港湾工事市場単価 県統一 吊鉄筋工 吊鉄筋･吊ﾊﾞｰ 鉄筋径50mm以上80mm未満ｸﾚｰﾝ抜き kg * 254
港湾工事市場単価 県統一 型枠工 ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き m2 * 258
港湾工事市場単価 県統一 型枠工 方塊製作 蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き m2 * 258
港湾工事市場単価 県統一 型枠工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き m2 * 258
港湾工事市場単価 県統一 型枠工 上部工製作 重力式 ｸﾚｰﾝ抜き 鋼製型枠 m2 * 258
港湾工事市場単価 県統一 型枠工 上部工製作 鋼矢板式 ｸﾚｰﾝ抜き 鋼製型枠 m2 * 258
港湾工事市場単価 県統一 型枠工 上部工製作 重力式 ｸﾚｰﾝ抜き 木製型枠 m2 * 258
港湾工事市場単価 県統一 型枠工 上部工製作 鋼矢板式 ｸﾚｰﾝ抜き 木製型枠 m2 * 258
港湾工事市場単価 県統一 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｹｰｿﾝ製作 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含 m3 * 262
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港湾工事市場単価 県統一 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工方塊製作等陸上施工 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含 m3 * 262
港湾工事市場単価 県統一 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工方塊製作等陸上施工 ﾐｷｻｰ車から直接投入ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬別 m3 * 262
港湾工事市場単価 県統一 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工方塊製作等陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き  ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬別途 m3 * 262
港湾工事市場単価 県統一 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含 m3 * 262
港湾工事市場単価 県統一 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾐｷｻｰ車から直接投入ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬別 m3 * 262
港湾工事市場単価 県統一 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬別途 m3 * 262
港湾工事市場単価 県統一 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 陸上施工 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬含 m3 * 262
港湾工事市場単価 県統一 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 陸上施工 ﾐｷｻｰ車から直接投入ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬別 m3 * 262
港湾工事市場単価 県統一 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬別途 m3 * 262
港湾工事市場単価 県統一 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 海上施工 起重機船ｸﾚｰﾝ台船Co運搬作業船別 m3 * 262
港湾工事市場単価 県統一 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 上部工 海上施工 ﾐｷｻｰ船　ｺﾝｸﾘｰﾄ運搬･作業船別途 m3 * 262
港湾工事市場単価 県統一 止水板工 止水板取付 ｸﾚｰﾝ抜き 陸上施工 個 * 266
港湾工事市場単価 県統一 止水板工 止水板取付 海上施工 個 * 266
港湾工事市場単価 県統一 止水板工 止水板取外 海上施工 個 * 266
港湾工事市場単価 県統一 上蓋工 ｹｰｿﾝ等据付用上蓋製作 上蓋使用料 m2 * 270
港湾工事市場単価 県統一 上蓋工 ｹｰｿﾝ等据付用上蓋取外 上蓋取付取外 函 * 270
港湾工事市場単価 県統一 伸縮目地工 瀝青系 m2 * 274
港湾工事市場単価 県統一 伸縮目地工 樹脂発泡体 m2 * 274
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 係船柱取付 100kN未満 陸上 ｸﾚｰﾝ抜き 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 係船柱取付 100kN未満 海上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 係船柱取付 100～150kN未満 陸上 ｸﾚｰﾝ抜き 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 係船柱取付 100～150kN未満 海上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 係船柱取付 150～1000kN未満 陸上 ｸﾚｰﾝ抜き 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 係船柱取付 150～1000kN未満 海上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 係船柱取付 1000kN以上 陸上 ｸﾚｰﾝ抜き 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 係船柱取付 1000kN以上 海上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台現場製作工 100kN未満 陸上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台現場製作工 100～150kN未満 陸上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台現場製作工 150～700kN未満 陸上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台現場製作工 700～1000kN未満 陸上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台現場製作工 1000～1500kN未満 陸上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台現場製作工 1500kN以上 陸上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台取付 100kN未満 陸上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台取付 100～150kN未満 陸上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台取付 150～700kN未満 陸上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台取付 700～1000kN未満 陸上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台取付 1000～1500kN未満 陸上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台取付 1500kN以上 陸上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 防舷材取付 H=250mm未満　陸上施工　ｸﾚｰﾝ抜き 基 * 284
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 防舷材取付 H=250mm未満　海上施工 基 * 284
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 防舷材取付 H=250～500mm未満 陸上 ｸﾚｰﾝ抜き 基 * 284
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 防舷材取付 H=250～500mm未満 海上 基 * 284
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 防舷材取付 H=500～800mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 * 284
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港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 防舷材取付 H=500～800mm未満 海上施工 基 * 284
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 防舷材取付 H=800mm以上　陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 * 284
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 防舷材取付 H=800mm以上　海上施工 基 * 284
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=250mm未満　陸上施工 基 * 284
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=250mm未満　海上施工 基 * 284
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=250～500mm未満 陸上 組 * 284
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=250～500mm未満 海上 組 * 284
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=500～800mm未満 陸上施工 基 * 284
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=500～800mm未満 海上施工 基 * 284
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=800mm以上　陸上施工 基 * 284
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 埋込栓取付 先付 H=800mm以上　海上施工 基 * 284
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 梯子取付 H=250mm未満 陸上 ｸﾚｰﾝ抜き 基 * 284
港湾工事市場単価 県統一 防舷材取付工 梯子取付 H=250mm未満 海上 基 * 284
港湾工事市場単価 県統一 車止め取付工 (手間のみ) 二次製品       ｸﾚｰﾝ抜き m * 290
港湾工事市場単価 県統一 縁金物取付工 (手間のみ) 二次製品 m * 290
港湾工事市場単価 県統一 電気防食工 取付金具製作 材工共 組 * 298
港湾工事市場単価 県統一 電気防食工 取付金具取付 ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ 組 * 298
港湾工事市場単価 県統一 電気防食工 陽極取付 (手間のみ) ｱﾙﾐ合金陽極 ｸﾚｰﾝ込み 個 * 298
港湾工事市場単価 県統一 電気防食工 電位測定装置取付 端子板 手間のみ 個 * 298
港湾工事市場単価 県統一 防砂目地工 防砂目地板取付 陸上施工 手間のみ m * 302
港湾工事市場単価 県統一 防砂目地工 防砂目地板取付 水中施工 手間のみ m * 302
港湾工事市場単価 県統一 吸出し防止工 防砂ｼｰﾄ敷設 陸上 ｸﾚｰﾝ抜き 手間のみ m2 * 306
港湾工事市場単価 県統一 吸出し防止工 防砂ｼｰﾄ敷設 海上 台船使用 手間のみ m2 * 306
港湾工事市場単価 県統一 吸出し防止工 防砂ｼｰﾄ敷設 海上 ｸﾚｰﾝ付台船使用 手間のみ m2 * 306
港湾工事市場単価 県統一 港湾構造物塗装工 係船柱塗装 新設 錆止め+下塗り･上塗り m2 * 314
港湾工事市場単価 県統一 港湾構造物塗装工 係船柱塗装 新設･塗替 錆止め m2 * 314
港湾工事市場単価 県統一 港湾構造物塗装工 係船柱塗装 新設･塗替 下塗り･上塗り m2 * 314
港湾工事市場単価 県統一 港湾構造物塗装工 係船柱塗装 塗替 再錆止め+下塗り･上塗り m2 * 314
港湾工事市場単価 県統一 港湾構造物塗装工 車止塗装 新設 亜鉛ﾒｯｷ面塗装 m2 * 314
港湾工事市場単価 県統一 港湾構造物塗装工 車止塗装 塗替 亜鉛ﾒｯｷ面補修 m2 * 314
港湾工事市場単価 県統一 港湾構造物塗装工 車止塗装 塗替 亜鉛ﾒｯｷ未施工既設面補修 m2 * 314
港湾工事市場単価 県統一 港湾構造物塗装工 縁金物塗装 新設 亜鉛ﾒｯｷ面塗装 m2 * 314
港湾工事市場単価 県統一 港湾構造物塗装工 縁金物塗替 塗替 亜鉛ﾒｯｷ面補修 m2 * 314
港湾工事市場単価 県統一 港湾構造物塗装工 縁金物塗替 塗替 亜鉛ﾒｯｷ未施工既設面補修 m2 * 314
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接 突合(V型)陸上 6mm以上12mm未満 m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接 突合(V型)陸上12mm以上16mm未満 m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接 突合(V型)陸上16mm以上20mmまで m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接 突合(X型)陸上16mm以上20mm未満 m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接 突合(X型)陸上20mm以上28mmまで m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合 陸上 3mm以上8mm未満 m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合 陸上 8mm以上12mm未満 m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合 陸上12mm以上16mmまで m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接 突合(V型)海上 6mm以上12mm未満 m * 324
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港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接 突合(V型)海上12mm以上16mm未満 m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接 突合(V型)海上16mm以上20mmまで m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接 突合(X型)海上16mm以上20mm未満 m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接 突合(X型)海上20mm以上28mmまで m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合 海上 3mm以上8mm未満 m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合 海上 8mm以上12mm未満 m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 手動ｱｰｸ溶接 隅肉･重合 海上12mm以上16mmまで m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 半自動ｱｰｸ溶接 I型 陸上 板厚 6mm以上10mmまで m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 半自動ｱｰｸ溶接 V型 陸上 板厚11mm以上20mm未満 m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 半自動ｱｰｸ溶接 V型 陸上 板厚20mm以上30mm未満 m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 半自動ｱｰｸ溶接 V型 陸上 板厚30mm以上35mmまで m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 半自動ｱｰｸ溶接 X型 陸上 板厚25mm以上35mmまで m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 半自動ｱｰｸ溶接 I型 海上 板厚 6mm以上10mmまで m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 半自動ｱｰｸ溶接 V型 海上 板厚11mm以上20mm未満 m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 半自動ｱｰｸ溶接 V型 海上 板厚20mm以上30mm未満 m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 半自動ｱｰｸ溶接 V型 海上 板厚30mm以上35mmまで m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 半自動ｱｰｸ溶接 X型 海上 板厚25mm以上35mmまで m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 水中被覆ｱｰｸ溶接 板厚 3mm以上6mm未満 m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 水中被覆ｱｰｸ溶接 板厚 6mm以上10mm未満 m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 水中被覆ｱｰｸ溶接 板厚10mm以上13mm未満 m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 水中被覆ｱｰｸ溶接 板厚13mm以上16mmまで m * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 下地処理 手間のみ 個所 * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材溶接工 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 水中ｽﾀｯﾄﾞ溶接 手間のみ 本 * 324
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材切断工 ｶﾞｽ切断(手動) 陸上 板厚 2mm以上10mm未満 m * 330
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材切断工 ｶﾞｽ切断(手動) 陸上 板厚10mm以上20mm未満 m * 330
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材切断工 ｶﾞｽ切断(手動) 陸上 板厚20mm以上30mmまで m * 330
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材切断工 ｶﾞｽ切断(手動) 海上 板厚 2mm以上10mm未満 m * 330
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材切断工 ｶﾞｽ切断(手動) 海上 板厚10mm以上20mm未満 m * 330
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材切断工 ｶﾞｽ切断(手動) 海上 板厚20mm以上30mmまで m * 330
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材切断工 ｶﾞｽ切断(自･半自) 陸上 板厚 2mm以上10mm未満 m * 330
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材切断工 ｶﾞｽ切断(自･半自) 陸上 板厚10mm以上20mm未満 m * 330
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材切断工 ｶﾞｽ切断(自･半自) 陸上 板厚20mm以上30mmまで m * 330
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材切断工 ｶﾞｽ切断(自･半自) 海上 板厚 2mm以上10mm未満 m * 330
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材切断工 ｶﾞｽ切断(自･半自) 海上 板厚10mm以上20mm未満 m * 330
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材切断工 ｶﾞｽ切断(自･半自) 海上 板厚20mm以上30mmまで m * 330
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材切断工 水中酸素ｱｰｸ切断 板厚 2mm以上10mm未満 m * 330
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材切断工 水中酸素ｱｰｸ切断 板厚10mm以上20mm未満 m * 330
港湾工事市場単価 県統一 現場鋼材切断工 水中酸素ｱｰｸ切断 板厚20mm以上30mmまで m * 330
港湾工事市場単価 県統一 かき落とし工  m2 * 334
港湾工事市場単価 県統一 汚濁防止膜工 汚濁防止膜移設 手間のみ m * 338
港湾工事市場単価 県統一 汚濁防止膜工 汚濁防止膜設置 陸上 ｸﾚｰﾝ込み 手間のみ m * 338
港湾工事市場単価 県統一 汚濁防止膜工 汚濁防止膜撤去 陸上 ｸﾚｰﾝ込み 手間のみ m * 338
港湾工事市場単価 県統一 汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置 手間 枠寸法 14×14m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み 基 * 342
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港湾工事市場単価 県統一 汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置 手間 枠寸法 20×20m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み 基 * 342
港湾工事市場単価 県統一 汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去 手間 枠寸法 14×14m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み 基 * 342
港湾工事市場単価 県統一 汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去 手間 枠寸法 20×20m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み 基 * 342
港湾工事市場単価 県統一 汚濁防止枠工 汚濁防止枠撤去 手間 枠寸法 22×22m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み 基 * 342
港湾工事市場単価 県統一 浮標灯設置工 (手間のみ) クレーン抜き 基 * 346
港湾工事市場単価 県統一 浮標灯撤去工 (手間のみ) クレーン抜き 基 * 346
港湾工事市場単価 県統一 底面工 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 方塊製作･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 m2 * 234
港湾工事市場単価 県統一 底面工 ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ敷設 ｾﾙﾗｰ･L型ﾌﾞﾛｯｸ製作 m2 * 234
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台現場製作工 100kN未満 海上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台現場製作工 100～150kN未満 海上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台現場製作工 150～700kN未満 海上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台現場製作工 700～1000kN未満 海上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台現場製作工 1000～1500kN未満 海上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台現場製作工 1500kN以上 海上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台取付 100kN未満 海上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台取付 100～150kN未満 海上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台取付 150～700kN未満 海上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台取付 700～1000kN未満 海上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台取付 1000～1500kN未満 海上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 係船柱取付工 架台取付 1500kN以上 海上 基 * 278
港湾工事市場単価 県統一 汚濁防止枠工 汚濁防止枠設置 手間 枠寸法 22×22m級 陸上ｸﾚｰﾝ込み 基 * 342
複合単価（施工単価） 県統一 チゼル　大型ブレーカ ６００～８００ｋｇ級 本 * 306 999
複合単価（施工単価） 県統一 チゼル 大型ブレーカ（１３００ｋｇ級） 本 * 306 999
複合単価（施工単価） 県統一 路面切削機用ビット単価 ホイール式　０．７ｍ級 本 * 306
複合単価（施工単価） 県統一 路面切削機用ビット単価 ホイール式　１．０ｍ級 本 * 306
複合単価（施工単価） 県統一 路面切削機用ビット単価 ホイール式　２．０ｍ級 本 * 306
複合単価（施工単価） 県統一 ブラシ(ガードレール清掃用) φ500 ポリプロピレン 個 * 311 999
複合単価（施工単価） 県統一 ブラシ(トンネル清掃用) φ500 ポリプロピレン 個 * 311 999
複合単価（施工単価） 県統一 無塗装耐候性橋梁素地調整費 製品ブラスト ＳＩＳ Ｓａ２．０ ｍ２ 1820
複合単価（施工単価） 県統一 二次素地調整費（鋼橋） 製品ブラスト ＳＩＳ Ｓａ２．５ ｍ２ 1960
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模1000m2以上 t=3㎝ ｍ２ 4050
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模1000m2以上 t=4㎝ ｍ２ 4450
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模1000m2以上 t=5㎝ ｍ２ 5050
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模1000m2以上 t=6㎝ ｍ２ 5750
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模1000m2以上 t=7㎝ ｍ２ 6400
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模1000m2以上 t=8㎝ ｍ２ 6900
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模1000m2以上 t=10㎝ ｍ２ 8100
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500～1000m2未満 t=3㎝ ｍ２ 4250
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500～1000m2未満 t=4㎝ ｍ２ 4670
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500～1000m2未満 t=5㎝ ｍ２ 5300
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500～1000m2未満 t=6㎝ ｍ２ 6030
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500～1000m2未満 t=7㎝ ｍ２ 6720
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500～1000m2未満 t=8㎝ ｍ２ 7240
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種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500～1000m2未満 t=10㎝ ｍ２ 8500
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500m2未満 t=3㎝ ｍ２ 4450
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500m2未満 t=4㎝ ｍ２ 4890
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500m2未満 t=5㎝ ｍ２ 5550
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500m2未満 t=6㎝ ｍ２ 6320
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500m2未満 t=7㎝ ｍ２ 7040
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500m2未満 t=8㎝ ｍ２ 7590
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500m2未満 t=10㎝ ｍ２ 8910
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模1000m2以上 t=3㎝ (枠内吹付) ｍ２ 3240
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模1000m2以上 t=4㎝ (枠内吹付) ｍ２ 3560
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模1000m2以上 t=5㎝ (枠内吹付) ｍ２ 4040
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模1000m2以上 t=6㎝ (枠内吹付) ｍ２ 4600
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模1000m2以上 t=7㎝ (枠内吹付) ｍ２ 5120
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模1000m2以上 t=8㎝ (枠内吹付) ｍ２ 5520
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模1000m2以上 t=10㎝ (枠内吹付) ｍ２ 6480
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500～1000m2未満 t=3㎝ (枠内吹付) ｍ２ 3400
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500～1000m2未満 t=4㎝ (枠内吹付) ｍ２ 3730
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500～1000m2未満 t=5㎝ (枠内吹付) ｍ２ 4240
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500～1000m2未満 t=6㎝ (枠内吹付) ｍ２ 4830
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500～1000m2未満 t=7㎝ (枠内吹付) ｍ２ 5370
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500～1000m2未満 t=8㎝ (枠内吹付) ｍ２ 5790
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500～1000m2未満 t=10㎝ (枠内吹付) ｍ２ 6800
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500m2未満 t=3㎝ (枠内吹付) ｍ２ 3560
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500m2未満 t=4㎝ (枠内吹付) ｍ２ 3910
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500m2未満 t=5㎝ (枠内吹付) ｍ２ 4440
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500m2未満 t=6㎝ (枠内吹付) ｍ２ 5060
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500m2未満 t=7㎝ (枠内吹付) ｍ２ 5630
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500m2未満 t=8㎝ (枠内吹付) ｍ２ 6070
複合単価（施工単価） 県統一 厚層基材吹付工（宮城県リサイクル製品） 施工規模500m2未満 t=10㎝ (枠内吹付) ｍ２ 7120
複合単価（施工単価） 県統一 現場溶接 すみ肉６ｍｍ換算３ｍ／ｔ未満 ｍ 1340
複合単価（施工単価） 県統一 現場溶接 すみ肉６ｍｍ換算３ｍ／ｔ以上 ｍ 1320
複合単価（施工単価） 県統一 六価クロム溶出試験 検体 * 946 861
複合単価（施工単価） 県統一 タンクリーチング試験 検体 * 946 861
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ66mm 砂･砂質土 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ66mm 礫混じり土砂 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ66mm 玉石混じり土砂 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ66mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ86mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ86mm 砂･砂質土 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ86mm 礫混じり土砂 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ86mm 玉石混じり土砂 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ86mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ * 935 867
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機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ116mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ116mm 砂･砂質土 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ116mm 礫混じり土砂 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ116mm 玉石混じり土砂 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（ノンコアボーリング） φ116mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（オールコアボーリング） φ66mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（オールコアボーリング） φ66mm 砂･砂質土 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（オールコアボーリング） φ66mm 礫混じり土砂 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（オールコアボーリング） φ66mm 玉石混じり土砂 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（オールコアボーリング） φ66mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（オールコアボーリング） φ86mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（オールコアボーリング） φ86mm 砂･砂質土 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（オールコアボーリング） φ86mm 礫混じり土砂 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（オールコアボーリング） φ86mm 玉石混じり土砂 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（オールコアボーリング） φ86mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（オールコアボーリング） φ116mm 粘性土･ｼﾙﾄ ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（オールコアボーリング） φ116mm 砂･砂質土 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（オールコアボーリング） φ116mm 礫混じり土砂 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（オールコアボーリング） φ116mm 玉石混じり土砂 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 土質ボーリング（オールコアボーリング） φ116mm 固結ｼﾙﾄ･固結粘土 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ66mm 軟岩 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ66mm 中硬岩 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ66mm 硬岩 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ66mm 極硬岩 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ66mm 破砕帯 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ76mm 軟岩 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ76mm 中硬岩 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ76mm 硬岩 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ76mm 極硬岩 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ76mm 破砕帯 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ86mm 軟岩 ｍ * 935 867
機械ボーリング 県統一 岩盤ボーリング（オールコアボーリング） φ86mm 中硬岩 ｍ * 935 867
サンプリング 県統一 サンプリング　シンウォールサンプリング 粘性土 本 * 935 867
サンプリング 県統一 サンプリング　デニソンサンプリング 粘性土 本 * 935 867
サンプリング 県統一 サンプリング　トリプルサンプリング 砂質土 本 * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　標準貫入試験 粘性土・シルト 回 * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　標準貫入試験 砂・砂質土 回 * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　標準貫入試験 礫混じり土砂 回 * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　標準貫入試験 玉石混じり土砂 回 * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　標準貫入試験 固結シルト・固結粘土 回 * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　標準貫入試験 軟岩 回 * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　孔内水平載荷試験 普通載荷（２．５ＭＮ／ｍ２以下） 回 * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　孔内水平載荷試験 中圧載荷（２．５～１０ＭＮ／ｍ２） 回 * 935 867
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ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　孔内水平載荷試験 高圧載荷（１０～２０ＭＮ／ｍ２） 回 * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　現場透水試験 オーガー法 回 * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　現場透水試験 ケーシング法 回 * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　現場透水試験 一重管式 回 * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　現場透水試験 二重管式 回 * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　現場透水試験 揚水法 回 * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　スウェーデン式 スウェーデン式サウンディング ｍ * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　オランダ式 オランダ式二重管コーン貫入試験　２０ｋＮ ｍ * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　オランダ式 オランダ式二重管コーン貫入試験　１００ｋＮ ｍ * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　ポータブルコーン ポータブルコーン貫入試験　単管式 ｍ * 935 867
ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ及び原位置試験 県統一 サウンディングおよび原位置試験　ポータブルコーン ポータブルコーン貫入試験　二重管式 ｍ * 935 867
現場内小運搬 県統一 地質調査　現場内小運搬　人肩運搬 ５０ｍ以下 ｔ * 935 867
現場内小運搬 県統一 地質調査　現場内小運搬　人肩運搬 ５０ｍ超１００ｍ以下 ｔ * 935 867
現場内小運搬 県統一 地質調査　現場内小運搬　特殊車運搬（クローラ） １００ｍ以下 ｔ * 935 867
現場内小運搬 県統一 地質調査　現場内小運搬　特殊車運搬（クローラ） ５００ｍ超１０００ｍ以下 ｔ * 935 867
現場内小運搬 県統一 地質調査　現場内小運搬　モノレール運搬 ５００ｍ超１０００ｍ以下 ｔ * 935 867
現場内小運搬 県統一 地質調査　現場内小運搬　索道運搬 １００ｍ以下 ｔ * 935 867
現場内小運搬 県統一 地質調査　現場内小運搬　索道運搬 １００ｍ超５００ｍ以下 ｔ * 935 867
現場内小運搬 県統一 地質調査　現場内小運搬　索道運搬 ５００ｍ超１０００ｍ以下 ｔ * 935 867
現場内小運搬 県統一 地質調査　現場内小運搬　モノレール架設・撤去 ５００ｍ超１０００ｍ以下 個所 * 935 867
現場内小運搬 県統一 地質調査　現場内小運搬　索道架設・撤去 １００ｍ以下 個所 * 935 867
現場内小運搬 県統一 地質調査　現場内小運搬　索道架設・撤去 １００ｍ超５００ｍ以下 個所 * 935 867
現場内小運搬 県統一 地質調査　現場内小運搬　索道架設・撤去 ５００ｍ超１０００ｍ以下 個所 * 935 867
現場内小運搬 県統一 特装車運搬（クローラ） 100m超～300m以下 総運搬距離 ｔ * 935 867
現場内小運搬 県統一 特装車運搬（クローラ） 300m超～500m以下 総運搬距離 ｔ * 935 867
現場内小運搬 県統一 モノレール運搬 50m以下 設置距離 ｔ * 935 867
現場内小運搬 県統一 モノレール運搬 50m超～100m以下 設置距離 ｔ * 935 867
現場内小運搬 県統一 モノレール運搬 100m超～200m以下 設置距離 ｔ * 935 867
現場内小運搬 県統一 モノレール運搬 200m超～300m以下 設置距離 ｔ * 935 867
現場内小運搬 県統一 モノレール運搬 300m超～500m以下 設置距離 ｔ * 935 867
現場内小運搬 県統一 モノレール架設・撤去 50m以下 箇所 * 935 867
現場内小運搬 県統一 モノレール架設・撤去 50m超～100m以下 箇所 * 935 867
現場内小運搬 県統一 モノレール架設・撤去 100m超～200m以下 箇所 * 935 867
現場内小運搬 県統一 モノレール架設・撤去 200m超～300m以下 箇所 * 935 867
現場内小運搬 県統一 モノレール架設・撤去 300m超～500m以下 箇所 * 935 867
足場仮設 県統一 地質調査　足場仮設　平坦足場 平坦足場 個所 * 935 867
足場仮設 県統一 地質調査　足場仮設　湿地足場 湿地足場 個所 * 935 867
足場仮設 県統一 地質調査　足場仮設　傾斜地足場 地形傾斜１５～３０° 個所 * 935 867
足場仮設 県統一 地質調査　足場仮設　傾斜地足場 地形傾斜３０～４５° 個所 * 935 867
足場仮設 県統一 地質調査　足場仮設　傾斜地足場 地形傾斜４５～６０° 個所 * 935 867
足場仮設 県統一 地質調査　足場仮設　水上足場 水深１ｍ以下 個所 * 935 867
足場仮設 県統一 地質調査　足場仮設　水上足場 水深３ｍ以下 個所 * 935 867
足場仮設 県統一 地質調査　足場仮設　水上足場 水深５ｍ以下 個所 * 935 867
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足場仮設 県統一 地質調査　足場仮設　水上足場 水深１０ｍ以下 個所 * 935 867
その他の間接調査費 県統一 地質調査　各種間接調査費　準備および跡片付け 準備および跡片付け 業務 * 935 867
その他の間接調査費 県統一 地質調査　各種間接調査費　搬入路伐採等 搬入路伐採等 ｍ * 935 867
その他の間接調査費 県統一 地質調査　各種間接調査費　環境保全 仮囲い 個所 * 935 867
その他の間接調査費 県統一 地質調査　各種間接調査費　調査孔閉塞 調査孔閉塞 個所 * 935 867
その他の間接調査費 県統一 地質調査　各種間接調査費　給水費（ポンプ運転） ２０ｍ以上１５０ｍ以下 個所 * 935 867
下水道工事市場単価 県統一 硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径150mm m * 198 243
下水道工事市場単価 県統一 硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径200mm m * 198 243
下水道工事市場単価 県統一 硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径250mm m * 198 243
下水道工事市場単価 県統一 硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径300mm m * 198 243
下水道工事市場単価 県統一 硬質塩化ビニル管設置工(材工共) 呼び径350mm m * 198 243
下水道工事市場単価 県統一 リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共) 呼び径150mm m * 202 248
下水道工事市場単価 県統一 リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共) 呼び径200mm m * 202 248
下水道工事市場単価 県統一 リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共) 呼び径250mm m * 202 248
下水道工事市場単価 県統一 リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共) 呼び径300mm m * 202 248
下水道工事市場単価 県統一 リブ付硬質塩ビ管設置工(材工共) 呼び径350mm m * 202 248
下水道工事市場単価 県統一 砂基礎工(手間のみ) 砂基礎設置　人力施工 m3 * 206 253
下水道工事市場単価 県統一 砂基礎工(手間のみ) 砂基礎設置　機械施工 m3 * 206 253
下水道工事市場単価 県統一 砕石基礎工(手間のみ) 砕石基礎設置　人力施工 m3 * 210 258
下水道工事市場単価 県統一 砕石基礎工(手間のみ) 砕石基礎設置　機械施工 m3 * 210 258
下水道工事市場単価 県統一 塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径150） 箇所 * 226 276
下水道工事市場単価 県統一 塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径200） 箇所 * 226 276
下水道工事市場単価 県統一 塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径300） 箇所 * 226 276
下水道工事市場単価 県統一 塩化ビニル製ます設置工(材工共) ます(径350） 箇所 * 226 276
下水道工事市場単価 県統一 塩化ビニル製ます設置工　加算額 鋳鉄製防護蓋設置費（手間のみ） 箇所 * 226 276
下水道工事市場単価 県統一 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径100 箇所 * 226 276
下水道工事市場単価 県統一 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径125 箇所 * 226 276
下水道工事市場単価 県統一 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径150 箇所 * 226 276
下水道工事市場単価 県統一 取付管布設及び支管取付工(材工共) 管径200 箇所 * 226 276
賃料(建機) 県統一 ブルドーザ 普通　３ｔ級 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 ブルドーザ［湿地］ ７ｔ級 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 ブルドーザ［湿地］ １６ｔ級 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 バックホウ［油圧式・クローラ型］ ０．４ｍ３（０．５ｍ３） 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 バックホウ［油圧式・クローラ型］ ０．２ｍ３（０．２８ｍ３） 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 バックホウ［油圧式・クローラ］ ０．３５ｍ３（０．４５ｍ３） 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山0.45m3吊2.9t 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 バックホウ [ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型]山積0.28m3 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平0.6m3) 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付］山0.28m3吊1.7ｔ 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 バックホウ [ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付]山積0.5m3（平0.4m3）吊2.9 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 バックホウ [ｸﾛｰﾗ型･超小旋回･ｸﾚｰﾝ付]山積0.28m3（平積0.2m3）1.7t吊 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 バックホウ [ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回型］山積0.28m3（平積0.2m3） 日 * 279 801
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賃料(建機) 県統一 小型バックホウ [ｸﾛｰﾗ型･超小旋回型]山積0.22m3 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 小型バックホウ [ｸﾛｰﾗ型]山積0.11m3(平積0.08) 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 小型バックホウ [ｸﾛｰﾗ型･後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付]山積0.09m3（平積0.07m3）0.9t 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 クラムシェル [ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式･ｸﾛｰﾗ型]平積0.4m3 日 * 279 801
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル ホイール　０．６ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル ホイール　０．８ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル ホイール ０．９～１．０ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル ホイール　１．２ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル ホイール １．３～１．４ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル ホイール １．５～１．７ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル ホイール　２．１ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル ホイール　２．３ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル ホイール ２．４～２．６ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル ホイール ２．７～２．９ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル ホイール　０．３４ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 不整地運搬車［クローラ型・油圧ダンプ式］ ２．０ｔ積 日 * 280 802
賃料(建機) 県統一 不整地運搬車（クローラ型油圧ダンプ） 積載重量２．５ｔ 日 * 280 802
賃料(建機) 県統一 不整地運搬車（クローラ型クレーン装着付） 積載重量１．７ｔ積　１ｔ吊 日 * 280 802
賃料(建機) 県統一 不整地運搬車（クローラ型クレーン装着付） 積載重量２．０ｔ積　１ｔ吊 日 * 280 802
賃料(建機) 県統一 不整地運搬車（クローラ型クレーン装着付） 積載重量２．５ｔ積　２ｔ吊 日 * 280 802
賃料(建機) 県統一 不整地運搬車［クローラ型・ダンプ］ 全旋回式６～７ｔ積級 日 * 280 802
賃料(建機) 県統一 不整地運搬車［クローラ型・ダンプ］ 全旋回式１０～１１ｔ積級 日 * 280 802
賃料(建機) 県統一 フォークリフト 最大荷重１．０ｔ級 日 * 280 802
賃料(建機) 県統一 フォークリフト 最大荷重１．５ｔ級 日 * 280 802
賃料(建機) 県統一 フォークリフト 最大荷重２．５ｔ級 日 * 280 802
賃料(建機) 県統一 フォークリフト 最大荷重５．０ｔ級 日 * 280 802
賃料(建機) 県統一 モータグレーダ ブレード幅3.1m 日 * 281 804
賃料(建機) 県統一 ロードローラ［マカダム］ 運転質量8～10t 日 * 282 804
賃料(建機) 県統一 ロードローラ［マカダム］ 運転質量10～12t 日 * 282 804
賃料(建機) 県統一 ロードローラ［マカダム両輪］ 運転質量10～12t 日 * 282 804
賃料(建機) 県統一 ロードローラ［マカダム両輪］ 運転質量11～15t 日 * 282 804
賃料(建機) 県統一 ロードローラ［タンデム］ 運転質量6～8t 日 * 282 804
賃料(建機) 県統一 ロードローラ［タンデム］ 運転質量8～10t 日 * 282 804
賃料(建機) 県統一 タイヤローラ［普通型］ 運転質量3～4t 日 * 282 804
賃料(建機) 県統一 タイヤローラ［普通型］ 運転質量6～8t 日 * 282 804
賃料(建機) 県統一 タイヤローラ［普通型］ 運転質量8～20t 日 * 282 804
賃料(建機) 県統一 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.5～0.6t 日 * 282 804
賃料(建機) 県統一 振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］ 運転質量0.8～1.1t 日 * 282 804
賃料(建機) 県統一 振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］ 運転質量1.2～1.5t 日 * 282 804
賃料(建機) 県統一 振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］ 運転質量2.4～2.8t 日 * 282 804
賃料(建機) 県統一 振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］ 運転質量3～5t 日 * 282 804
賃料(建機) 県統一 振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］ 運転質量6～7.5t 日 * 282 804
賃料(建機) 県統一 振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］ 運転質量8～10t 日 * 282 804
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賃料(建機) 県統一 振動ローラ（舗装用）［搭乗・タンデム式］ 運転質量10.5～12t 日 * 282 804
賃料(建機) 県統一 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 運転質量1.2～1.5t 日 * 282 805
賃料(建機) 県統一 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 運転質量2.4～2.6t 日 * 282 805
賃料(建機) 県統一 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 運転質量3～4t 日 * 282 805
賃料(建機) 県統一 振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］ 運転質量5～7t 日 * 282 805
賃料(建機) 県統一 振動ローラ（土工用）フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t 日 * 282 805
賃料(建機) 県統一 自走式リフト（クローラ）　垂直型 揚程３ｍ 日 * 280 803
賃料(建機) 県統一 自走式リフト（クローラ）　垂直型 揚程４ｍ 日 * 280 803
賃料(建機) 県統一 自走式リフト（クローラ）　垂直型 揚程６ｍ 日 * 280 803
賃料(建機) 県統一 自走式リフト（ホイール）　ブーム型 揚程 ８～９ｍ 日 * 280 803
賃料(建機) 県統一 自走式リフト（ホイール）　ブーム型 揚程 １２～１３ｍ 日 * 280 803
賃料(建機) 県統一 自走式リフト（ホイール）　垂直型 ホイール型 シザース式 揚程８～９ｍ 日 * 280 803
賃料(建機) 県統一 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　作業床高さ9.7m 日 * 803
賃料(建機) 県統一 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)ﾌﾞｰﾑ型 標準ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ　作業床高さ12m 日 * 280 803
賃料(建機) 県統一 高所作業車(ﾄﾗｯｸ架装ﾘﾌﾄ車)垂直型 幅広ﾃﾞｯｷﾀｲﾌﾟ作業床高10～12m 日 * 280
賃料(建機) 県統一 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ２ｍ３／ｍｉｎ 日 * 283 805
賃料(建機) 県統一 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ２．５ｍ３／ｍｉｎ 日 * 283 805
賃料(建機) 県統一 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ３．５～３．７ｍ３／ｍｉｎ 日 * 283 805
賃料(建機) 県統一 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ５ｍ３／ｍｉｎ 日 * 283 805
賃料(建機) 県統一 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ ７．５～７．６ｍ３／ｍｉｎ 日 * 283 805
賃料(建機) 県統一 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ １０．５～１１．０ｍ３／ｍｉｎ 日 * 283 805
賃料(建機) 県統一 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ １８～１９ｍ３／ｍｉｎ 日 * 283 805
賃料(建機) 県統一 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ ２．２ｍ３／ｍｉｎ 日 * 283 805
賃料(建機) 県統一 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ ３．７ｍ３／ｍｉｎ 日 * 283 805
賃料(建機) 県統一 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ ５．２ｍ３／ｍｉｎ 日 * 283 805
賃料(建機) 県統一 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ ６ｍ３／ｍｉｎ 日 * 283 805
賃料(建機) 県統一 空気圧縮機［可搬式・モータ掛］ ９ｍ３／ｍｉｎ 日 * 283 805
賃料(建機) 県統一 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ １７ｍ３／ｍｉｎ 日 * 283 805
賃料(建機) 県統一 空気圧縮機［可搬式・エンジン掛］ １４．３ｍ３／ｍｉｎ 日 * 283 805
賃料(建機) 県統一 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径５０ｍｍ　揚程１０ｍ　０．７５ＫＷ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径５０ｍｍ　揚程１５ｍ　１．５ＫＷ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１００ｍｍ　揚程１０ｍ　３．７ＫＷ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１００ｍｍ　揚程１５ｍ　５．５ＫＷ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０ｍｍ　揚程１０ｍ　７．５ＫＷ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径１５０ｍｍ　揚程１５ｍ　１１．０ＫＷ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径２００ｍｍ　揚程１０ｍ　１１．０ＫＷ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 口径２００ｍｍ　揚程１５ｍ　１５．０ＫＷ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 工事用水中モータポンプ［普通型］ 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径50mm 全揚程30m 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ガソリン駆動］ ２ＫＶＡ　３．７ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ガソリン駆動］ ３ＫＶＡ　５．４ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ディーゼル駆動］ ５ＫＶＡ　１０ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ディーゼル駆動］ ８ＫＶＡ　１２ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ディーゼル駆動］ １０ＫＶＡ　１５．４ｐｓ 日 * 283 806
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賃料(建機) 県統一 発動発電機［ディーゼル駆動］ １５ＫＶＡ　１９．５ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ディーゼル駆動］ ２０ＫＶＡ　２７ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ディーゼル駆動］ ２５ＫＶＡ　３１．３ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ディーゼル駆動］ ３５ＫＶＡ　４２．３ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［デイーゼル駆動］ ４５ＫＶＡ　５４．４ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ディーゼル駆動］ ６０ＫＶＡ　７５．６ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ディーゼル駆動］ ７５ＫＶＡ　１０２ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ディーゼル駆動］ １００ＫＶＡ　１２０ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ディーゼル駆動］ １２５ＫＶＡ　１６４ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ディーゼル駆動］ １５０ＫＶＡ　１８７．５ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ディーゼル駆動］ ２００ＫＶＡ　２５９ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ディーゼル駆動］ ２５０ＫＶＡ　３１９ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ディーゼル駆動］ ３００ＫＶＡ　４００．５ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機［ディーゼル駆動］ ３５０ＫＶＡ　４５０ｐｓ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 発動発電機〔ディーゼル駆動〕 ４００ＫＶＡ 日 * 283 806
賃料(建機) 県統一 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ４．８～４．９ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） １００ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） １２０ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） １６０ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ２００ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 トラッククレーン（ラチスジブ型・油圧伸縮ジブ型） ３６０ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ４．８ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ７ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） １６ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ２０～２２ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ２５ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ３５ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ４５ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） ５０ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型） １０ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ ３５ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ ４０ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ ５０ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ ８０ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ １００ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ １５０ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ ３００ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ ５５ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ ６５ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ ２００ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 クローラクレーン ［油圧伸縮ジブ型］４．９ｔ吊 日 * 280 802
賃料(建機) 県統一 トラック（クレーン装置付） ４ｔ車　２．９ｔ吊 日 * 280 802
賃料(建機) 県統一 ダンプトラック [ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]４ｔ積級 日 * 280 802

161 ケ項欄の「999」は，Web建設物価掲載単価



種別 地区名称 材料名称 材料規格 単位 単価（4月1日～） セ項 ケ項 備考
賃料(建機) 県統一 ジェットヒータ １２６ＭＪ（３０，１００ｋｃａｌ） 日 * 284 808
賃料(建機) 県統一 タンパ ６０～８０ｋｇ 日 * 282 805
賃料(建機) 県統一 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） ﾊﾞｹｯﾄ容量0.2m3 ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む 日 * 281 804
賃料(建機) 県統一 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） ﾊﾞｹｯﾄ容量0.1m3　ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ含む 日 * 281 804
賃料(建機) 県統一 アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ 日 * 282 805
賃料(建機) 県統一 アスファルトフィニッシャ ［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ 日 * 282 805
賃料(建機) 県統一 クローラクレーン（油圧駆動式ウィンチ・ラチスジブ ２５０ｔ吊 日 * 285 809
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル（排ガス対策型） ホイール式　０．３４ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル（排ガス対策型） ホイール式　０．６ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル（排ガス対策型） ホイール式　０．８ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル（排ガス対策型） ホイール式　１．０ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル（排ガス対策型） ホイール式　１．２ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル（排ガス対策型） ホイール式　１．４ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル（排ガス対策型） ホイール式１．５～１．７ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル（排ガス対策型） ホイール式　２．１ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル（排ガス対策型） ホイール式２．４～２．６ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラクタショベル（排ガス対策型） ホイール式２．７～２．９ｍ３ 日 * 279 802
賃料(建機) 県統一 トラック架装リフト　ブーム型 トラック架装 揚程８ｍ 日 * 280 803
賃料(建機) 県統一 トラック架装リフト　ブーム型 トラック架装 揚程１２ｍ 日 * 280 803
賃料(建機) 県統一 大型ブレーカ（油圧ブレーカ） ﾊﾞｹｯﾄ容量0.25～0.3m3 ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ 日 * 281 804
賃料(その他) 県統一 消波・根固めブロック　型枠賃料　鋼製 異形ブロック 30t未満 m2 * 824
賃料(その他) 県統一 消波・根固めブロック　型枠賃料　鋼製 異形ブロック 30t以上50t未満 m2 * 824
賃料(その他) 県統一 消波・根固めブロック　型枠賃料　鋼製 異形ブロック 50t以上 m2 * 824
賃料(その他) 県統一 消波・根固めブロック　型枠賃料　FRP製 異形ブロック 30t未満 m2 * 303 824
賃料(その他) 県統一 消波・根固めブロック　型枠賃料　鋼製 直積ブロック用 異形ブロック 30t未満 m2 * 303 824
賃料(その他) 県統一 消波・根固めブロック　型枠賃料　鋼製 直積ブロック用 異形ブロック 30t以上50t未満 m2 * 303 824
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板）　２型(48kg/m) ９０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板）　２型(48kg/m) １８０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板）　２型(48kg/m) ３６０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板）　２型(48kg/m) ７２０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板）　２型(48kg/m) １０８０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板）　３型(60kg/m) ９０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板）　３型(60kg/m) １８０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板）　３型(60kg/m) ３６０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板）　３型(60kg/m) ７２０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板）　３型(60kg/m) １０８０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板）　４型(76.1kg/m) ９０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板）　４型(76.1kg/m) １８０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板）　４型(76.1kg/m) ３６０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板）　４型(76.1kg/m) ７２０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板）　４型(76.1kg/m) １０８０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板） ５Ｌ型(105kg/m) ９０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板） ５Ｌ型(105kg/m) １８０日以内 ｔ・日 * 286 810
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賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板） ５Ｌ型(105kg/m) ３６０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板） ５Ｌ型(105kg/m) ７２０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板（本矢板） ５Ｌ型(105kg/m) １０８０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) ９０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) １８０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) ３６０日以内 ｔ・日 * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) ７２０日以内 ｔ・日 * 286
賃料(その他) 県統一 鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型) １０８０日以内 ｔ・日 * 286
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　２００型(49.9kg/m) ９０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　２００型(49.9kg/m) １８０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　２００型(49.9kg/m) ３６０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　２００型(49.9kg/m) ７２０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　２５０型(71.8kg/m) ９０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　２５０型(71.8kg/m) １８０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　２５０型(71.8kg/m) ３６０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　２５０型(71.8kg/m) ７２０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　３００型(93kg/m) ９０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　３００型(93kg/m) １８０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　３００型(93kg/m) ３６０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　３００型(93kg/m) ７２０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　３５０型(135kg/m) ９０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　３５０型(135kg/m) １８０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　３５０型(135kg/m) ３６０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　３５０型(135kg/m) ７２０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　４００型(172kg/m) ９０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　４００型(172kg/m) １８０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　４００型(172kg/m) ３６０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　４００型(172kg/m) ７２０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　５９４型(170kg/m) ９０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　５９４型(170kg/m) １８０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　５９４型(170kg/m) ３６０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(杭用)　５９４型(170kg/m) ７２０日以内 ｔ・日 * 287 811
賃料(その他) 県統一 H形鋼(山留主部材) 250～400型 ９０日以内 (80～200kg/m) ｔ・日 * 288 812
賃料(その他) 県統一 H形鋼(山留主部材) 250～400型 １８０日以内 (80～200kg/m) ｔ・日 * 288 812
賃料(その他) 県統一 H形鋼(山留主部材) 250～400型 ３６０日以内 (80～200kg/m) ｔ・日 * 288 812
賃料(その他) 県統一 H形鋼(山留主部材) 250～400型 ７２０日以内 (80～200kg/m) ｔ・日 * 288 812
賃料(その他) 県統一 H形鋼(山留主部材) 250～400型 １０８０日以内 (80～200kg/m) ｔ・日 * 288 812
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製　１８３ｋｇ／ｍ２ ９０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製　１８３ｋｇ／ｍ２ １８０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製　１８３ｋｇ／ｍ２ ３６０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製　１８３ｋｇ／ｍ２ ７２０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製　１８３ｋｇ／ｍ２ １０８０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製 補強型　基礎価格 ｍ２ 53500

163 ケ項欄の「999」は，Web建設物価掲載単価
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賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製 補強型　９０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製 補強型　１８０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製 補強型　３６０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製 補強型　７２０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製 補強型　１０８０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製滑り止め 187kg/m2 ９０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製滑り止め 187kg/m2 １８０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製滑り止め 187kg/m2 ３６０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製滑り止め 187kg/m2 ７２０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製滑り止め 187kg/m2 １０８０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製滑り止め 補強型　基礎価格 ｍ２ 62000
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製滑り止め 補強型　９０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製滑り止め 補強型　１８０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製滑り止め 補強型　３６０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製滑り止め 補強型　７２０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　鋼製滑り止め 補強型　１０８０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　コンクリート　２ｍ２ 補強型　９０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　コンクリート　２ｍ２ 補強型　１８０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　コンクリート　２ｍ２ 補強型　３６０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　コンクリート　２ｍ２ 補強型　７２０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　コンクリート　２ｍ２ 補強型　１０８０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　コンクリート　３ｍ２ 補強型　９０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　コンクリート　３ｍ２ 補強型　１８０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　コンクリート　３ｍ２ 補強型　３６０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　コンクリート　３ｍ２ 補強型　７２０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 覆工板　コンクリート　３ｍ２ 補強型　１０８０日以内 ｍ２・月 * 289 813
賃料(その他) 県統一 鋼製マット　１００ｍｍ(107kg/m2) ９０日以内 ｍ２・日 * 295 817
賃料(その他) 県統一 鋼製マット　１００ｍｍ(107kg/m2) １８０日以内 ｍ２・日 * 295 817
賃料(その他) 県統一 鋼製マット　１００ｍｍ(107kg/m2) ３６０日以内 ｍ２・日 * 295 817
賃料(その他) 県統一 鋼製マット　１００ｍｍ(107kg/m2) ７２０日以内 ｍ２・日 * 295 817
賃料(その他) 県統一 鋼製マット　１００ｍｍ(107kg/m2) １０８０日以内 ｍ２・日 * 295 817
賃料(その他) 県統一 Ｈ形鋼(杭用２００型)賃料 中古品価格 ｔ * 287 811
賃料(その他) 県統一 Ｈ形鋼(杭用２５０型)賃料 中古品価格 ｔ * 287 811
賃料(その他) 県統一 Ｈ形鋼(杭用３００型)賃料 中古品価格 ｔ * 287 811
賃料(その他) 県統一 Ｈ形鋼(杭用３５０型)賃料 中古品価格 ｔ * 287 811
賃料(その他) 県統一 Ｈ形鋼(杭用４００型)賃料 中古品価格 ｔ * 287 811
賃料(その他) 県統一 Ｈ形鋼(杭用５９４型)賃料 中古品価格 ｔ * 287 811
賃料(その他) 県統一 Ｈ形鋼(山留主部材)賃料 中古品価格 ｔ * 288 812
賃料(その他) 県統一 鋼製マット１．２型(厚50mm)賃料 供用日当り１～３カ月 ㎡・日 * 295 817
賃料(その他) 県統一 鋼製マット１．２型(厚50mm)賃料 供用日当り４～６カ月 ㎡・日 * 295 817
賃料(その他) 県統一 鋼製マット１．２型(厚50mm)賃料 供用日当り７～１２カ月 ㎡・日 * 295 817
賃料(その他) 県統一 鋼製マット１．２型(厚50mm)賃料 供用日当り１３～２４カ月 ㎡・日 * 295 817
賃料(その他) 県統一 鋼製マット１．２型(厚50mm)賃料 供用日当り２５～３６カ月 ㎡・日 * 295 817
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賃料(その他) 県統一 鋼製マット１．５型(厚50mm)賃料 供用日当り１～３カ月 ㎡・日 * 295 817
賃料(その他) 県統一 鋼製マット１．５型(厚50mm)賃料 供用日当り４～６カ月 ㎡・日 * 295 817
賃料(その他) 県統一 鋼製マット１．５型(厚50mm)賃料 供用日当り７～１２カ月 ㎡・日 * 295 817
賃料(その他) 県統一 鋼製マット１．５型(厚50mm)賃料 供用日当り１３～２４カ月 ㎡・日 * 295 817
賃料(その他) 県統一 鋼製マット１．５型(厚50mm)賃料 供用日当り２５～３６カ月 ㎡・日 * 295 817
賃料(その他) 県統一 Ｈ形鋼(杭用２００型)賃料 新品価格 ｔ * 287 811
賃料(その他) 県統一 Ｈ形鋼(杭用２５０型)賃料 新品価格 ｔ * 287 811
賃料(その他) 県統一 Ｈ形鋼(杭用３００型)賃料 新品価格 ｔ * 287 811
賃料(その他) 県統一 Ｈ形鋼(杭用３５０型)賃料 新品価格 ｔ * 287 811
賃料(その他) 県統一 Ｈ形鋼(杭用４００型)賃料 新品価格 ｔ * 287 811
賃料(その他) 県統一 Ｈ形鋼(杭用５９４型)賃料 新品価格 ｔ * 287 811
賃料(その他) 県統一 Ｈ形鋼(山留主部材)賃料 新品価格 ｔ * 288 812
賃料(その他) 県統一 鋼矢板Ⅱ型賃料 中古品価格 ｔ * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板Ⅲ型賃料 中古品価格 ｔ * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板Ⅳ型賃料 中古品価格 ｔ * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板５Ｌ型賃料 中古品価格 ｔ * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板(軽量１・２・３型)賃料 中古品価格 ｔ * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板Ⅱ型賃料 新品価格 ｔ * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板Ⅲ型賃料 新品価格 ｔ * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板Ⅳ型賃料 新品価格 ｔ * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板５Ｌ型賃料 新品価格 ｔ * 286 810
賃料(その他) 県統一 鋼矢板(軽量１・２・３型)賃料 新品価格 ｔ * 286 810
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