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TC1001 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 一般構造物 t *** 51,000 51,000 1/1単価改定
TC1006 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 場所打杭用かご筋 t *** 21,000 21,000 1/1単価改定
TC1011 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 Ｄ１９＋Ｄ１９ 箇所 *** 427 429 10/1単価改定
TC1012 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 Ｄ２２＋Ｄ２２ 箇所 *** 453 455 10/1単価改定
TC1013 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 Ｄ２５＋Ｄ２５ 箇所 *** 469 471 10/1単価改定
TC1014 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 Ｄ２９＋Ｄ２９ 箇所 *** 695 698 10/1単価改定
TC1015 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 Ｄ３２＋Ｄ３２ 箇所 *** 841 844 10/1単価改定
TC1016 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 Ｄ３５＋Ｄ３５ 箇所 *** 1,186 1,191
TC1017 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 Ｄ３８＋Ｄ３８ 箇所 *** 1,788 1,793
TC1018 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 Ｄ４１＋Ｄ４１ 箇所 *** 2,832 2,840
TC1019 市場単価 鉄筋工(ガス圧接工)〈材工共〉 Ｄ５１＋Ｄ５１ 箇所 *** 4,130 4,150
TC1020 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶融式(手動) 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝ ｍ *** 237 239 1/1単価改定
TC1021 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶融式(手動) 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ20㎝ ｍ *** 283 286
TC1022 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶融式(手動) 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ30㎝ ｍ *** 440 445
TC1023 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶融式(手動) 実線・ｾﾞﾌﾞﾗ45㎝ ｍ *** 566 573 1/1単価改定
TC1035 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶融式(手動) 破線15㎝ ｍ *** 244 246 1/1単価改定
TC1036 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶融式(手動) 破線20㎝ ｍ *** 300 303
TC1037 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶融式(手動) 破線30㎝ ｍ *** 452 457
TC1038 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶融式(手動) 破線45㎝ ｍ *** 571 578 1/1単価改定
TC1060 市場単価 区画線工〈材工共〉 溶融式(手動) 矢印・記号・文字15㎝換算 ｍ *** 469 471 1/1単価改定
TC1140 市場単価 区画線工 溶剤型 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載)〈材工共〉実線加熱式15㎝ ｍ *** 99 100 1/1単価改定
TC1141 市場単価 区画線工 溶剤型 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載)〈材工共〉実線常温式15㎝ ｍ *** 76 76 1/1単価改定
TC1155 市場単価 区画線工 溶剤型 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載)〈材工共〉破線加熱式15㎝ ｍ *** 104 105 1/1単価改定
TC1156 市場単価 区画線工 溶剤型 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載)〈材工共〉破線加熱式30㎝ ｍ *** 182 183 1/1単価改定
TC1157 市場単価 区画線工 溶剤型 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載)〈材工共〉破線常温式15㎝ ｍ *** 79 79 1/1単価改定
TC1160 市場単価 区画線工 水性型 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載)〈材工共〉実線加熱式15cm ｍ *** 119 120 1/1単価改定
TC1161 市場単価 区画線工 水性型 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載)〈材工共〉実線常温式15cm ｍ *** 94 94 1/1単価改定
TC1165 市場単価 区画線工 水性型 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載)〈材工共〉破線加熱式15cm ｍ *** 124 125
TC1166 市場単価 区画線工 水性型 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載)〈材工共〉破線常温式15cm ｍ *** 99 99 1/1単価改定
TC1167 市場単価 区画線工 水性型 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載)〈材工共〉破線加熱式30cm ｍ *** 222 223
TC1195 市場単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 ｍ *** 405 405
TC1196 市場単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 15cm換算 ｍ *** 625 625
TC1210 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 直線配置 厚6㎝ ㎡ *** 4,860 5,400
TC1211 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 直線配置 厚8㎝ ㎡ *** 5,330 6,050
TC1212 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 曲線配置 厚6㎝ ㎡ *** 5,210 5,750
TC1213 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 曲線配置 厚8㎝ ㎡ *** 5,680 6,400
TC1225 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚6㎝ ㎡ *** 5,010 5,550
TC1226 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 直線配置3色以上による色合わせ 厚8㎝ ㎡ *** 5,480 6,200
TC1227 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚6㎝ ㎡ *** 5,360 5,900
TC1228 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈材工共〉 曲線配置3色以上による色合わせ 厚8㎝ ㎡ *** 5,830 6,550
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TC1318 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈手間のみ〉 撤去 再使用 ㎡ *** 1,160 1,160
TC1320 市場単価 ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ工〈手間のみ〉 撤去 とりこわし ㎡ *** 525 525
TC1331 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 Ａ-４Ｅ 塗装品 ｍ *** 9,176 9,280 1/1単価改定
TC1332 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 Ｂ-４Ｅ 塗装品 ｍ *** 7,146 7,224 1/1単価改定
TC1333 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 Ｃ-４Ｅ 塗装品 ｍ *** 6,186 6,250 1/1単価改定
TC1334 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 Ａｍ-４Ｅ塗装品 ｍ *** 16,184 16,373 1/1単価改定
TC1335 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 Ｂｍ-４Ｅ塗装品 ｍ *** 13,327 13,478 1/1単価改定
TC1362 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａ-２Ｂ 塗装品 ｍ *** 9,835 9,938 1/1単価改定
TC1363 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ｂ-２Ｂ 塗装品 ｍ *** 7,887 7,965 1/1単価改定
TC1364 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ｃ-２Ｂ 塗装品 ｍ *** 7,028 7,094 1/1単価改定
TC1368 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａｍ-２Ｂ 塗装品 ｍ *** 16,986 17,176 1/1単価改定
TC1369 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ｂｍ-２Ｂ 塗装品 ｍ *** 14,127 14,279 1/1単価改定
TC1401 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 Ａ-４Ｅ ﾒｯｷ品 ｍ *** 9,810 9,917 1/1単価改定
TC1402 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 Ｂ-４Ｅ ﾒｯｷ品 ｍ *** 7,691 7,771 1/1単価改定
TC1403 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 Ａｍ-４Ｅ ﾒｯｷ品 ｍ *** 17,390 17,584 1/1単価改定
TC1404 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 土中建込 Ｂｍ-４Ｅ ﾒｯｷ品 ｍ *** 14,332 14,487 1/1単価改定
TC1430 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａ-２Ｂ ﾒｯｷ品 ｍ *** 10,358 10,464 1/1単価改定
TC1431 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ｂ-２Ｂ ﾒｯｷ品 ｍ *** 8,441 8,522 1/1単価改定
TC1434 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａｍ-２Ｂ ﾒｯｷ品 ｍ *** 18,193 18,388 1/1単価改定
TC1435 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈材工共〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ｂｍ-２Ｂ ﾒｯｷ品 ｍ *** 15,033 15,188 1/1単価改定
TC1460 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ｓ 支柱間隔２ｍ ｍ *** 2,290 2,290 1/1単価改定
TC1461 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ａ、Ｂ、Ｃ 支柱間隔４ｍ ｍ *** 985 985 1/1単価改定
TC1462 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ａｍ、Ｂｍ 支柱間隔４ｍ ｍ *** 1,370 1,370 1/1単価改定
TC1463 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 土中建込 Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ 支柱間隔２ｍ ｍ *** 1,720 1,720 1/1単価改定
TC1464 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ｓ 支柱間隔１ｍ ｍ *** 1,980 1,980 1/1単価改定
TC1465 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａ、Ｂ、Ｃ 支柱間隔２ｍ ｍ *** 1,180 1,180 1/1単価改定
TC1466 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａｍ、Ｂｍ 支柱間隔２ｍ ｍ *** 1,560 1,560 1/1単価改定
TC1467 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａｐ､Ｂｐ､Ｃｐ 支柱間隔２ｍ ｍ *** 1,180 1,180 1/1単価改定
TC1472 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈手間のみ〉 部材設置 レール設置 Ａ、Ｂ、Ｃ ｍ *** 615 615 1/1単価改定
TC1474 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工〈手間のみ〉 部材設置 レール設置 Ａｍ、Ｂｍ ｍ *** 1,230 1,230 1/1単価改定
TC1491 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 部材撤去 レール撤去 Ｓ ｍ *** 970 970 1/1単価改定
TC1492 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 部材撤去 レール撤去 Ａ、Ｂ、Ｃ ｍ *** 470 470 1/1単価改定
TC1494 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 部材撤去 レール撤去 Ａｍ、Ｂｍ ｍ *** 940 940 1/1単価改定
TC1497 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去〈手間のみ〉 部材撤去 レール撤去 Ａｐ、Ｂｐ、Ｃｐ ｍ *** 470 470 1/1単価改定
TC1520 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱Ｂ･Ｃ 支柱間隔２ｍ ｍ *** 283 286 1/1単価改定
TC1521 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 【加算額】 標準支柱より長い支柱Ｂ･Ｃ 支柱間隔４ｍ ｍ *** 145 147 1/1単価改定
TC1522 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 【加算額】 曲げ支柱Ｂ・Ｃ 支柱間隔２ｍ ｍ *** 838 838 1/1単価改定
TC1523 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 【加算額】 曲げ支柱Ｂ・Ｃ 支柱間隔４ｍ ｍ *** 428 428 1/1単価改定
TC1535 市場単価 ブロック積工〈材工共〉 （コンクリートブロック積工） ㎡ *** 12,566 13,666 1/1単価改定
TC1540 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚５㎝ ㎡ *** 4,072 4,183 1/1単価改定
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TC1541 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚６㎝ ㎡ *** 4,178 4,307 1/1単価改定
TC1542 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚７㎝ ㎡ *** 4,368 4,521 1/1単価改定
TC1543 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚８㎝ ㎡ *** 4,848 5,024 1/1単価改定
TC1544 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚９㎝ ㎡ *** 5,084 5,278 1/1単価改定
TC1545 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚１０㎝ ㎡ *** 5,314 5,531 1/1単価改定
TC1560 市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚10㎝ ㎡ *** 5,095 5,290 10/1単価改定
TC1561 市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚15㎝ ㎡ *** 6,743 7,037 10/1単価改定
TC1562 市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚20㎝ ㎡ *** 8,381 8,765 10/1単価改定
TC1570 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 種子散布工 ㎡ *** 172 173
TC1571 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚１㎝ ㎡ *** 873 926
TC1572 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚２㎝ ㎡ *** 1,459 1,565
TC1573 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚３㎝ ㎡ *** 2,029 2,188
TC1574 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚３㎝ ㎡ *** 3,468 3,633 10/1単価改定
TC1575 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚４㎝ ㎡ *** 3,977 4,196 10/1単価改定
TC1576 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚５㎝ ㎡ *** 4,457 4,728 10/1単価改定
TC1577 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚６㎝ ㎡ *** 5,107 5,431 10/1単価改定
TC1578 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚７㎝ ㎡ *** 5,566 5,944 10/1単価改定
TC1579 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚８㎝ ㎡ *** 6,216 6,646 10/1単価改定
TC1580 市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋無 ㎡ *** 631 632 10/1単価改定
TC1584 市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋付 ㎡ *** 1,531 1,532 10/1単価改定
TC1587 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生マット工 肥料袋付 ㎡ *** 1,751 1,752 10/1単価改定
TC1588 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 標準品 ㎡ *** 631 632 10/1単価改定
TC1589 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生シート工 肥料袋無 環境品 ㎡ *** 896 897 10/1単価改定
TC1601 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 植生筋工 人工筋芝（種子帯） ㎡ *** 1,040 1,060 10/1単価改定
TC1602 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 筋芝工 野芝・高麗芝 ㎡ *** 1,200 1,220 1/1単価改定
TC1603 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 張芝工 野芝・高麗芝（全面張） ㎡ *** 1,480 1,560 1/1単価改定
TC1605 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚１０cm ㎡ *** 7,205 7,741 10/1単価改定
TC1609 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面150×150 ｍ *** 6,372 6,419 1/1単価改定
TC1610 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面200×200 ｍ *** 8,037 8,118 1/1単価改定
TC1611 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面300×300 ｍ *** 12,483 12,664 1/1単価改定
TC1612 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面400×400 ｍ *** 19,948 20,271 1/1単価改定
TC1613 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面500×500 ｍ *** 27,231 27,735 1/1単価改定
TC1614 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面600×600 ｍ *** 36,432 37,157 1/1単価改定
TC1630 市場単価 吹付枠工【加算額】 水切りモルタル・コンクリート ｍ3 *** 45,322 47,339 1/1単価改定
TC1632 市場単価 吹付枠工【加算額】 表面コテ仕上げ ㎡ *** 1,000 1,000 1/1単価改定
TC1640 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 ラス張工 法面清掃及びﾗｽ･ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ設置 ㎡ *** 1,409 1,415 10/1単価改定
TC1701 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(動力工具) ㎡ *** 2,960 2,960 1/1単価改定
TC1702 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 [材工共] 継手部素地調整(ブラスト処理) ㎡ *** 6,294 6,450 1/1単価改定
TC1703 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 [材工共] 準備･補修 ㎡ *** 250 250 1/1単価改定
TC1710 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 下塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) ㎡ *** 454 454 1/1単価改定
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TC1711 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 下塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ㎡ *** 2,066 2,070 1/1単価改定
TC1712 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 下塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ㎡ *** 1,264 1,266 1/1単価改定
TC1713 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 下塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ㎡ *** 589 590 1/1単価改定
TC1714 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 下塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰさび止めﾍﾟｲﾝﾄ ㎡ *** 436 436 1/1単価改定
TC1715 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 下塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) 変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料内面用 ㎡ *** 589 590 1/1単価改定
TC1720 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 中塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 赤系 ㎡ *** 454 454 1/1単価改定
TC1721 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 中塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 ㎡ *** 424 424 1/1単価改定
TC1722 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 中塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 濃彩 ㎡ *** 441 441 1/1単価改定
TC1723 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 中塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) ふっ素樹脂塗料用 赤系 ㎡ 910 911 911
TC1724 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 中塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) ふっ素樹脂塗料用 淡彩 ㎡ *** 536 536 1/1単価改定
TC1725 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 中塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) ふっ素樹脂塗料用 濃彩 ㎡ *** 574 574 1/1単価改定
TC1730 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 上塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 赤系 ㎡ *** 501 501 1/1単価改定
TC1731 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 上塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 淡彩 ㎡ *** 424 424 1/1単価改定
TC1732 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 上塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) 長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料 濃彩 ㎡ *** 451 451 1/1単価改定
TC1733 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 上塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) ふっ素樹脂塗料用 赤系 ㎡ 2,000 2,001 2,001
TC1734 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 上塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) ふっ素樹脂塗料 淡彩 ㎡ *** 866 866 1/1単価改定
TC1735 市場単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 上塗り(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ) ふっ素樹脂塗料 濃彩 ㎡ *** 1,041 1,041 1/1単価改定
TC1740 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 清掃･水洗い ㎡ *** 113 113 1/1単価改定
TC1741 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 1種ケレン ㎡ *** 4,774 4,930 1/1単価改定
TC1742 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 2種ケレン ㎡ *** 2,070 2,070 1/1単価改定
TC1743 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンA ㎡ *** 1,420 1,420 1/1単価改定
TC1744 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンB ㎡ *** 795 795 1/1単価改定
TC1745 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 3種ケレンC ㎡ *** 535 535 1/1単価改定
TC1746 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 素地調整 [材工共] 4種ケレン ㎡ *** 378 378 1/1単価改定
TC1750 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 ﾊｹ･ﾛｰﾗ ㎡ *** 589 590 1/1単価改定
TC1751 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗装 ｽﾌﾟﾚｰ ㎡ *** 471 472 1/1単価改定
TC1752 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]鉛･ｸﾛﾑさび止めﾍﾟｲﾝﾄ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ ㎡ *** 436 436 1/1単価改定
TC1753 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ ㎡ *** 574 575 1/1単価改定
TC1754 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ ｽﾌﾟﾚｰ ㎡ *** 829 831 1/1単価改定
TC1755 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 下塗り塗装 [材工共]無溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料 ﾊｹ･ﾛｰﾗ ㎡ *** 990 991 1/1単価改定
TC1760 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ)赤系 ㎡ *** 454 454 1/1単価改定
TC1761 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ)淡彩 ㎡ *** 424 424 1/1単価改定
TC1762 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ)濃彩 ㎡ *** 441 441 1/1単価改定
TC1763 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形ﾌｯｿ樹脂塗料用ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ赤系 ㎡ 640 641 641
TC1764 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形ﾌｯｿ樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 ㎡ 575 576 577
TC1765 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形ﾌｯｿ樹脂塗料用ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ㎡ *** 539 539 1/1単価改定
TC1766 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形ﾌｯｿ樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 ㎡ *** 456 457 1/1単価改定
TC1767 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形ﾌｯｿ樹脂塗料用ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ㎡ *** 579 579 1/1単価改定
TC1768 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 中塗り塗装 [材工共]弱溶剤形ﾌｯｿ樹脂塗料用 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 ㎡ *** 501 502 1/1単価改定
TC1770 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ)赤系 ㎡ *** 501 501 1/1単価改定
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TC1771 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ)淡彩 ㎡ *** 424 424 1/1単価改定
TC1772 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]長油性ﾌﾀﾙ酸樹脂塗料(ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ)濃彩 ㎡ *** 451 451 1/1単価改定
TC1773 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形ﾌｯｿ樹脂塗料ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ赤系 ㎡ 1,410 1,411 1,411
TC1774 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形ﾌｯｿ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 ㎡ 1,420 1,421 1,421
TC1775 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形ﾌｯｿ樹脂塗料ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ淡彩 ㎡ *** 874 874 1/1単価改定
TC1776 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形ﾌｯｿ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 ㎡ *** 816 816 1/1単価改定
TC1777 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形ﾌｯｿ樹脂塗料ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ濃彩 ㎡ *** 1,061 1,061 1/1単価改定
TC1778 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 上塗り塗装 [材工共]弱溶剤形ﾌｯｿ樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 ㎡ *** 1,021 1,021 1/1単価改定
TC1800 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型 ｍ *** 30,829 31,215 10/1単価改定
TC1802 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 普通型 ｍ *** 33,675 34,142 10/1単価改定
TC1810 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 1車線相当（3.6ｍ標準） ｍ *** 103,191 103,318 7/1単価改定
TC1811 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 軽量型 2車線相当（7.2ｍ標準） ｍ *** 76,791 76,918 10/1単価改定
TC1812 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 1車線相当（3.6ｍ標準） ｍ *** 110,229 110,382
TC1813 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 補修 普通型 2車線相当（7.2ｍ標準） ｍ *** 80,729 80,882 10/1単価改定
TC1820 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 舗装厚内型 後付工法 ｍ *** 33,800 33,800 1/1単価改定
TC1821 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱抜型 先付工法 ｍ *** 26,300 26,300 1/1単価改定
TC1822 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 新設 床版箱抜型 後付工法 ｍ *** 30,800 30,800 1/1単価改定
TC1823 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 １車線相当（3.6m標準） ｍ *** 59,000 59,000 1/1単価改定
TC1824 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 舗装厚内型 ２車線相当（7.2m標準） ｍ *** 45,900 45,900 1/1単価改定
TC1825 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱抜型 １車線相当（3.6m標準） ｍ *** 72,500 72,500 1/1単価改定
TC1826 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手<手間のみ> 補修 床版箱抜型 ２車線相当（7.2m標準） ｍ *** 56,700 56,700 1/1単価改定
TC1827 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 本体材料費 舗装厚内型 ｍ3 *** 1,366,200 1,377,000
TC1828 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 特殊合材費 床版箱抜型 ｍ3 *** 753,200 762,000
TC1829 市場単価 橋梁用埋設型伸縮継手【加算額】 伸縮金物費 床版箱抜型 ｍ *** 31,352 31,387
TC1837 市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 ｍ3 *** 6,480 6,480 7/1単価改定
TC1838 市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 ｍ3 *** 24,700 24,700 7/1単価改定
TC1839 市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 ｍ3 *** 12,000 12,000 7/1単価改定
TC1840 市場単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 ｍ3 *** 39,300 39,300 7/1単価改定
TC1850 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 舗装厚６㎜以下 ㎡ *** 5,374 5,423
TC1851 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 舗装厚6㎜越え8㎜以下 ㎡ *** 7,198 7,263
TC1852 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂ﾓﾙﾀﾙ舗装工 舗装厚8㎜越え10㎜以下 ㎡ *** 8,622 8,703
TC1860 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10㎜以下 ㎡ *** 6,967 7,044
TC1861 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 景観透水性舗装工 舗装厚10㎜越え15㎜以下 ㎡ *** 8,924 9,040
TC1862 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-101 ㎡ *** 4,714 4,757
TC1863 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-102 ㎡ *** 5,868 5,913
TC1864 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-103 ㎡ *** 5,218 5,264
TC1865 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-104 ㎡ *** 6,322 6,370
TC1866 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-201 ㎡ *** 7,964 8,007
TC1867 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-202 ㎡ *** 9,118 9,163
TC1868 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-203 ㎡ *** 8,768 8,814
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TC1869 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-204 ㎡ *** 9,772 9,820
TC1870 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-301 ㎡ *** 5,355 5,392
TC1871 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-302 ㎡ *** 6,609 6,649
TC1872 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-303 ㎡ *** 6,109 6,149
TC1873 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-304 ㎡ *** 7,313 7,355
TC1874 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-401 ㎡ *** 8,116 8,159
TC1875 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-402 ㎡ *** 9,420 9,466
TC1876 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-501 ㎡ *** 5,452 5,487
TC1877 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 歩道RPN-502 ㎡ *** 6,506 6,543
TC1878 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-601 ㎡ *** 5,333 5,355
TC1879 市場単価 薄層カラー舗装工〈材工共〉 樹脂系すべり止め舗装工 車道RPN-602 ㎡ *** 5,835 5,859
TC1900 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ﾒｯｷ品 φ60.5 基 *** 28,416 29,209 1/1単価改定
TC1901 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ﾒｯｷ品 φ76.3 基 *** 31,653 32,472 1/1単価改定
TC1902 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ﾒｯｷ品 φ89.1 基 *** 42,408 43,523 1/1単価改定
TC1903 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 ﾒｯｷ品 φ101.6 基 *** 49,595 50,769 1/1単価改定
TC1904 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ60.5 基 *** 29,016 29,809 1/1単価改定
TC1905 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3 基 *** 32,853 33,672 1/1単価改定
TC1906 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ89.1 基 *** 45,408 46,523 1/1単価改定
TC1907 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ60.5 基 *** 28,116 28,909 1/1単価改定
TC1908 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ76.3 基 *** 31,653 32,472 1/1単価改定
TC1909 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 単柱式 静電粉体塗装 φ89.1 基 *** 42,908 44,023 1/1単価改定
TC1920 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ﾒｯｷ品 φ60.5 基 *** 54,632 56,219 1/1単価改定
TC1921 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ﾒｯｷ品 φ76.3 基 *** 61,006 62,643 1/1単価改定
TC1922 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ﾒｯｷ品 φ89.1 基 *** 83,315 85,547 1/1単価改定
TC1923 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 ﾒｯｷ品 φ101.6 基 *** 97,290 99,639 1/1単価改定
TC1924 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ60.5 基 *** 55,732 57,319 1/1単価改定
TC1925 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3 基 *** 63,506 65,143 1/1単価改定
TC1926 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ89.1 基 *** 89,215 91,447 1/1単価改定
TC1927 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ60.5 基 *** 54,132 55,719 1/1単価改定
TC1928 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ76.3 基 *** 61,006 62,643 1/1単価改定
TC1929 市場単価 路側式 標識柱基礎設置〈材工共〉 複柱式 静電粉体塗装 φ89.1 基 *** 84,315 86,547 1/1単価改定
TC1940 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400㎏未満 基 *** 18,500 18,500 1/1単価改定
TC1941 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400㎏以上 基 *** 24,100 24,100 1/1単価改定
TC1943 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m未満 基 *** 86,600 86,600 1/1単価改定
TC1944 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 10m以上20m未満 基 *** 89,100 89,100 1/1単価改定
TC1945 市場単価 標識柱設置〈手間のみ〉 門型式 1スパン 20m以上 基 *** 92,600 92,600 1/1単価改定
TC1950 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2㎡未満 ㎡ *** 129,103 129,171 1/1単価改定
TC1951 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2㎡以上 ㎡ *** 118,090 118,149 1/1単価改定
TC1955 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2㎡未満 ㎡ *** 64,503 64,571 1/1単価改定
TC1960 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2㎡未満 ㎡ *** 81,003 81,071 1/1単価改定
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TC1961 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 ｶﾌﾟｾﾙﾌﾟﾘｽﾞﾑ・ｶﾌﾟｾﾙﾚﾝｽﾞ 2㎡以上 ㎡ *** 70,890 70,949 1/1単価改定
TC1965 市場単価 案内標識板設置〈材工共〉 封入ﾌﾟﾘｽﾞﾑ･封入ﾚﾝｽﾞ 2㎡以上 ㎡ *** 54,490 54,549 1/1単価改定
TC1969 市場単価 標識板設置〈手間のみ〉 路線番号、警戒、規制、指示標識 基 *** 2,720 2,720 1/1単価改定
TC1970 市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 信号ｱｰﾑ部に取付 基 *** 8,014 8,023 1/1単価改定
TC1971 市場単価 添架式標識取付金具設置<材工共> 照明柱、既設標識柱に取付 基 *** 10,032 10,053 1/1単価改定
TC1972 市場単価 添架式標識取付金具設置<手間のみ 歩道橋に取付 基 *** 12,100 12,100 1/1単価改定
TC1973 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 ４m3未満 ｍ3 *** 87,543 92,525 1/1単価改定
TC1974 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 4m3以上6m3未満 ｍ3 *** 75,143 80,125 1/1単価改定
TC1975 市場単価 標識基礎設置〈材工共〉 1基当りｺﾝｸﾘｰﾄ容量 6m3以上 ｍ3 *** 65,443 70,425 1/1単価改定
TC1977 市場単価 路側式標識柱･基礎撤去<手間のみ> 単柱式 φ60.5～φ101.6 基 *** 11,700 11,700 1/1単価改定
TC1978 市場単価 路側式標識柱･基礎撤去<手間のみ> 複柱式 φ60.5～φ101.6 基 *** 21,600 21,600 1/1単価改定
TC1979 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400㎏未満 基 *** 9,400 9,400 1/1単価改定
TC1980 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 片持式 1基総質量 400㎏以上 基 *** 12,100 12,100 1/1単価改定
TC1982 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10m未満 基 *** 42,500 42,500 1/1単価改定
TC1983 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン10以上20ｍ未満 基 *** 44,500 44,500 1/1単価改定
TC1984 市場単価 標識柱撤去〈手間のみ〉 門型式 1スパン20m以上 基 *** 46,000 46,000 1/1単価改定
TC1985 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 路側式、路線番号、警戒、規制、指示標識 基 *** 1,370 1,370 1/1単価改定
TC1986 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 ２㎡／枚未満 ㎡ *** 4,020 4,020 1/1単価改定
TC1987 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡／枚以上 ㎡ *** 3,070 3,070 1/1単価改定
TC1991 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 信号ｱｰﾑ部からの撤去 基 *** 4,150 4,150 1/1単価改定
TC1992 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 照明柱･既設標識柱から 基 *** 4,150 4,150 1/1単価改定
TC1993 市場単価 添架式標識板撤去〈手間のみ〉 取付金具撤去含む 歩道橋からの撤去 基 *** 12,600 12,600 1/1単価改定
TC1994 市場単価 標識柱 基礎撤去〈手間のみ〉 コンクリート基礎 ｍ3 *** 47,400 47,400 1/1単価改定
TC1996 市場単価 道路標識設置工【加算額】 標識板の裏面塗装 ㎡ *** 10,500 10,500
TC1997 市場単価 道路標識設置工【加算額】 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ材料費 ㎏ *** 581 585
TC1998 市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算φ60.5 本 *** 1,990 1,990
TC1999 市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算φ76.3 本 *** 2,640 2,640
TC2000 市場単価 道路標識設置工【加算額】 路側式標識柱の曲げ加算φ89.1 本 *** 3,400 3,400
TC2040 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15㎝ ｍ *** 561 565 1/1単価改定
TC2041 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20㎝ ｍ *** 698 704
TC2042 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30㎝ ｍ *** 981 989 1/1単価改定
TC2080 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 ﾘﾌﾞ式(二液反応式) 実線15㎝ ｍ *** 622 623
TC2081 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 ﾘﾌﾞ式(二液反応式) 実線20㎝ ｍ *** 782 784
TC2082 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 ﾘﾌﾞ式(二液反応式) 実線30㎝ ｍ *** 1,093 1,095
TC2110 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 貼付式 15cm換算 ｍ *** 2,352 2,354 1/1単価改定
TC2120 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線・ゼブラ15㎝ ｍ *** 490 493 1/1単価改定
TC2121 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線・ゼブラ20㎝ ｍ *** 611 616
TC2122 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線・ゼブラ30㎝ ｍ *** 883 889
TC2123 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線・ゼブラ45㎝ ｍ *** 1,294 1,304
TC2124 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線（白）15㎝ ｍ 575 581 585 1/1単価改定
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TC2125 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線（白）20㎝ ｍ 700 708 714
TC2126 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線（白）30㎝ ｍ 980 993 1,001 1/1単価改定
TC2127 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 ﾘﾌﾞ式(二液反応式) 破線(白）15㎝ ｍ 610 612 613
TC2128 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 ﾘﾌﾞ式(二液反応式) 破線(白）20㎝ ｍ 770 772 774
TC2129 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 ﾘﾌﾞ式(二液反応式) 破線(白）30㎝ ｍ 1,080 1,083 1,085
TC2130 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線（白）15㎝ ｍ 500 505 508 1/1単価改定
TC2131 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線（白）20㎝ ｍ 620 626 631
TC2132 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 破線（白）30㎝ ｍ 890 900 906
TC2170 市場単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15cm換算 ｍ *** 405 405
TC2200 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60㎝未満 本 *** 235 235 7/1単価改定
TC2201 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60㎝以上100㎝未満 本 *** 503 503 7/1単価改定
TC2202 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100㎝以上200㎝未満 本 *** 1,550 1,550 7/1単価改定
TC2203 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200㎝以上300㎝未満 本 *** 3,020 3,020 7/1単価改定
TC2210 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20㎝未満 本 *** 5,530 5,530 7/1単価改定
TC2211 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 20㎝以上40㎝未満 本 *** 14,000 14,000 7/1単価改定
TC2212 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 40㎝以上60㎝未満 本 *** 24,100 24,100 7/1単価改定
TC2213 市場単価 道路植栽工 植樹工〈手間のみ〉 高木 幹周 60㎝以上90㎝未満 本 *** 41,200 41,200 7/1単価改定
TC2220 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木付 樹高250㎝以上 本 *** 4,985 5,015 7/1単価改定
TC2221 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ツ掛(竹) 樹高 100㎝以上 本 *** 2,180 2,200 7/1単価改定
TC2223 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(１本形・竹) 樹高100㎝以上 本 *** 843 863 7/1単価改定
TC2225 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高100㎝以上 ｍ *** 1,357 1,372 7/1単価改定
TC2226 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛（竹）樹高100㎝以上 ｍ *** 1,157 1,164 7/1単価改定
TC2230 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木付 幹周30㎝未満 本 *** 5,055 5,085 7/1単価改定
TC2231 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居添木無 幹周30以上40㎝未満 本 *** 2,986 3,016 7/1単価改定
TC2232 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 三脚鳥居 幹周30㎝以上60㎝未満 本 *** 4,148 4,191 7/1単価改定
TC2233 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 十字鳥居 幹周 30㎝以上 本 *** 7,721 7,782 7/1単価改定
TC2234 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 二脚鳥居組合せ 幹周50㎝以上 本 *** 8,067 8,142 7/1単価改定
TC2235 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 八ツ掛 幹周 40㎝未満 本 *** 11,509 11,553 7/1単価改定
TC2236 市場単価 道路植栽工 支柱設置〈材工共〉 高木 八ツ掛 幹周 40㎝以上 本 *** 12,702 12,823 7/1単価改定
TC2241 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 高木 各種 本 *** 1,000 1,000 7/1単価改定
TC2242 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 二脚鳥居添木付､八ツ掛､添柱形1本形竹 本 *** 418 418 7/1単価改定
TC2243 市場単価 道路植栽工 支柱撤去〈手間のみ〉 中木 布掛(竹)、生垣形 ｍ *** 288 288 7/1単価改定
TC2245 市場単価 道路植栽工 地被類植付<手間のみ> 各種 鉢 *** 41 41 1/1単価改定
TC2250 市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 夏期 幹周 60㎝未満 本 *** 3,230 3,230 10/1単価改定
TC2251 市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 夏期 幹周 60㎝以上120㎝未満 本 *** 8,040 8,040 10/1単価改定
TC2255 市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 冬期 幹周 60㎝未満 本 *** 2,680 2,680 10/1単価改定
TC2256 市場単価 道路植栽工 高木せん定<手間のみ> 冬期 幹周 60㎝以上120㎝未満 本 *** 6,920 6,920 10/1単価改定
TC2270 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高100㎝未満 本 *** 488 488 10/1単価改定
TC2271 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高100㎝以上200㎝未満 本 *** 1,590 1,590 10/1単価改定
TC2272 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 球形 樹高200㎝以上300㎝未満 本 *** 4,310 4,310 10/1単価改定
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TC2275 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高100㎝未満 本 *** 220 220 10/1単価改定
TC2276 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高100㎝以上200㎝未満 本 *** 698 698 10/1単価改定
TC2277 市場単価 道路植栽工 低中木剪定<手間のみ> 円筒 樹高200㎝以上300㎝未満 本 *** 1,700 1,700 10/1単価改定
TC2284 市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ> 低木 樹高60㎝未満 ㎡ *** 155 155 10/1単価改定
TC2285 市場単価 道路植栽工 寄植せん定<手間のみ> 中木 樹高60㎝以上300㎝未満 ㎡ *** 245 245 10/1単価改定
TC2300 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 高木 幹周 60㎝未満 本 *** 383 383 10/1単価改定
TC2301 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 高木 幹周 60㎝以上120㎝未満 本 *** 475 475 10/1単価改定
TC2302 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 中木 樹高200㎝以上300㎝未満 本 *** 93 93 10/1単価改定
TC2303 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 中・低木 樹高200㎝未満 本 *** 48 48 10/1単価改定
TC2304 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 寄植 中木・低木 ㎡ *** 48 48 10/1単価改定
TC2305 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 施肥 芝 ㎡ *** 16 16 10/1単価改定
TC2306 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 除草 抜根除草 植込み地 ㎡ *** 138 138 1/1単価改定
TC2307 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 除草 抜根除草 芝生地 ㎡ *** 168 168 1/1単価改定
TC2308 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 芝刈 ㎡ *** 79 79 1/1単価改定
TC2309 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 灌水 トラック使用 ㎡ *** 64 64 10/1単価改定
TC2310 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 灌水 散水車使用（賃与車） ㎡ *** 18 18 7/1単価改定
TC2311 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 低木 樹高 60㎝未満 本 *** 32 32 10/1単価改定
TC2312 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高 60㎝以上100㎝未満 本 *** 37 37 10/1単価改定
TC2313 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高100㎝以上200㎝未満 本 *** 78 78 10/1単価改定
TC2314 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 中木 樹高200㎝以上300㎝未満 本 *** 125 125 10/1単価改定
TC2315 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60㎝未満 本 *** 300 300 10/1単価改定
TC2316 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 高木 幹周 60㎝以上120㎝未満 本 *** 503 503 10/1単価改定
TC2317 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 低木 ㎡ *** 53 53 10/1単価改定
TC2318 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 寄植 中木 ㎡ *** 67 67 10/1単価改定
TC2319 市場単価 道路植栽工 植樹管理〈手間のみ〉 防除 芝 ㎡ *** 13 13 7/1単価改定
TC2320 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 低木 樹高 60㎝未満 本 *** 280 280 7/1単価改定
TC2321 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高 60㎝以上100㎝未満 本 *** 595 595 7/1単価改定
TC2322 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高100㎝以上200㎝未満 本 *** 1,540 1,540 7/1単価改定
TC2323 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 中木 樹高200㎝以上300㎝未満 本 *** 2,940 2,940 7/1単価改定
TC2324 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30㎝未満 本 *** 10,600 10,600 7/1単価改定
TC2325 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 30㎝以上 60㎝未満 本 *** 23,200 23,200 7/1単価改定
TC2326 市場単価 道路植栽工 移植(掘取)<手間のみ> 高木 幹周 60㎝以上 90㎝未満 本 *** 52,900 52,900 7/1単価改定
TC2401 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 *** 5,928 5,939 1/1単価改定
TC2402 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 *** 6,902 6,923 1/1単価改定
TC2403 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 *** 6,306 6,317 1/1単価改定
TC2404 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 両面反射 φ300 本 *** 18,941 18,968 1/1単価改定
TC2405 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 *** 5,327 5,338 1/1単価改定
TC2406 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ60.5 本 *** 6,361 6,382 1/1単価改定
TC2407 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 *** 6,085 6,095 1/1単価改定
TC2408 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 土中建込 片面反射 φ300 本 *** 11,437 11,462 1/1単価改定
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TC2421 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 *** 9,865 9,874 1/1単価改定
TC2422 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5 本 *** 10,526 10,543 1/1単価改定
TC2423 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 *** 10,113 10,122 1/1単価改定
TC2424 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ300 本 *** 22,841 22,868 1/1単価改定
TC2425 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 *** 9,294 9,303 1/1単価改定
TC2426 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5 本 *** 10,025 10,042 1/1単価改定
TC2427 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 *** 9,892 9,901 1/1単価改定
TC2428 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔有 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ300 本 *** 15,537 15,562 1/1単価改定
TC2431 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下 支柱φ34 本 *** 3,758 3,770 1/1単価改定
TC2432 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下支柱φ60.5 本 *** 4,446 4,450 1/1単価改定
TC2433 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ100以下 支柱φ89 本 *** 3,992 3,994 1/1単価改定
TC2434 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 両面反射 φ300 本 *** 16,647 16,678
TC2435 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下 支柱φ34 本 *** 3,147 3,159 1/1単価改定
TC2436 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下支柱φ60.5 本 *** 3,905 3,909 1/1単価改定
TC2437 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ100以下 支柱φ89 本 *** 3,761 3,762 1/1単価改定
TC2438 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉穿孔無 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 片面反射 φ300 本 *** 9,414 9,444 1/1単価改定
TC2441 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 *** 3,928 3,940 1/1単価改定
TC2442 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ﾎﾞﾙﾄ式 本 *** 2,396 2,400 1/1単価改定
TC2443 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 防護柵取付用 両面反射 φ100以下ｶﾌﾞｾ式 本 *** 4,192 4,194 1/1単価改定
TC2444 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 防護柵取付用 両面反射 φ300ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 *** 17,747 17,778 1/1単価改定
TC2445 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 *** 3,257 3,269 1/1単価改定
TC2446 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ﾎﾞﾙﾄ式 本 *** 1,965 1,969 1/1単価改定
TC2447 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 防護柵取付用 片面反射 φ100以下ｶﾌﾞｾ式 本 *** 3,451 3,452 1/1単価改定
TC2448 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 防護柵取付用 片面反射 φ300ﾊﾞﾝﾄﾞ式 本 *** 10,344 10,374 1/1単価改定
TC2461 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 構造物取付用 両面反射 φ100以下側壁用 本 *** 4,682 4,684 1/1単価改定
TC2462 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 構造物取付用 両面反射 φ100以下ﾌﾟﾚｰﾄ 本 *** 7,773 7,781 1/1単価改定
TC2463 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 構造物取付用 両面反射 φ300ﾌﾟﾚｰﾄ 本 *** 18,119 18,132 1/1単価改定
TC2464 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 構造物取付用 片面反射 φ100以下側壁用 本 *** 3,791 3,792 1/1単価改定
TC2465 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 構造物取付用 片面反射 φ100以下ﾌﾟﾚｰﾄ 本 *** 7,122 7,130 1/1単価改定
TC2466 市場単価 視線誘導標設置〈材工共〉 構造物取付用 片面反射 φ300ﾌﾟﾚｰﾄ 本 *** 11,916 11,926 1/1単価改定
TC2471 市場単価 道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm 個 *** 1,900 1,900 1/1単価改定
TC2472 市場単価 道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm 個 *** 1,630 1,630 1/1単価改定
TC2473 市場単価 道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅30cm 個 *** 1,910 1,910 1/1単価改定
TC2474 市場単価 道路鋲設置（大型）〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅20cm 個 *** 1,630 1,630 1/1単価改定
TC2475 市場単価 道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉 両面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm 個 1,000 1,000 1,000 1/1単価改定
TC2476 市場単価 道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉 片面反射 穿孔式アルミ製 設置幅15cm 個 1,000 1,000 1,000 1/1単価改定
TC2477 市場単価 道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm 個 700 700 700
TC2478 市場単価 道路鋲設置（小型）〈手間のみ〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm 個 700 700 700 1/1単価改定
TC2491 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 土中建込用 本 *** 778 778 1/1単価改定
TC2492 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 コンクリート建込用 本 *** 193 193 1/1単価改定

市場-10



(A) (B) (C)
コード 名称・規格 単位 摘 要

市場単価

遠離島本土地区 近離島

TC2493 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 防護柵取付用 本 *** 383 383 1/1単価改定
TC2494 市場単価 視線誘導標撤去〈手間のみ〉 構造物取付用 本 *** 778 778 1/1単価改定
TC2501 市場単価 視線誘導標設置【加算額】 防塵用(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ100以下 面 *** 1,050 1,050
TC2502 市場単価 視線誘導標設置【加算額】 防塵用(ﾌﾟﾛﾍﾟﾗ型) φ300 面 *** 4,650 4,651
TC2503 市場単価 視線誘導標設置【加算額】 さや管 本 *** 1,360 1,367
TC2510 市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30㎝ 個 *** 10,519 10,532 1/1単価改定
TC2511 市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20㎝ 個 *** 9,564 9,573 1/1単価改定
TC2512 市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅30㎝ 個 *** 9,789 9,802 1/1単価改定
TC2513 市場単価 道路鋲設置(大型)〈材工共〉 片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅20㎝ 個 *** 8,664 8,673 1/1単価改定
TC2514 市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉 両面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅15㎝ 個 *** 4,905 4,908 1/1単価改定
TC2515 市場単価 道路鋲設置（小型）〈材工共〉 片面反射 穿孔式ｱﾙﾐ製 設置幅15cm 個 *** 4,385 4,388 1/1単価改定
TC2517 市場単価 道路鋲設置(小型)〈材工共〉 両面反射 貼付式樹脂製 設置幅10㎝ 個 *** 1,551 1,552 1/1単価改定
TC2518 市場単価 道路鋲設置（小型）〈材工共〉 片面反射 貼付式樹脂製 設置幅10cm 個 *** 1,510 1,511 1/1単価改定
TC2520 市場単価 道路鋲撤去〈手間のみ〉 穿孔式 個 *** 685 685 1/1単価改定
TC2521 市場単価 道路鋲撤去〈手間のみ〉 貼付式 個 *** 298 298 1/1単価改定
TC2525 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 コンクリート製 根巻基礎あり 本 *** 4,040 4,040 1/1単価改定
TC2526 市場単価 境界杭設置〈手間のみ〉 コンクリート製 根巻基礎なし 本 *** 3,070 3,070 1/1単価改定
TC2527 市場単価 境界杭撤去〈手間のみ〉 撤去 本 *** 1,350 1,350 1/1単価改定
TC2530 市場単価 境界鋲設置〈手間のみ〉 金属製 枚 *** 855 855 1/1単価改定
TC2531 市場単価 境界鋲撤去〈手間のみ〉 金属製 枚 *** 288 288 1/1単価改定
TC2535 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式（穿孔式・1本脚）φ80mm 高さ400mm 本 *** 19,612 19,620 1/1単価改定
TC2536 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式（穿孔式・1本脚）φ80mm 高さ650mm 本 *** 21,214 21,224 1/1単価改定
TC2537 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 可変式（穿孔式・1本脚）φ80mm 高さ800mm 本 *** 23,617 23,628 1/1単価改定
TC2538 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式（穿孔式・3本脚）φ80mm 高さ400mm 本 *** 18,110 18,117 1/1単価改定
TC2539 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式（穿孔式・3本脚）φ80mm 高さ650mm 本 *** 21,313 21,321 1/1単価改定
TC2540 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 着脱式（穿孔式・3本脚）φ80mm 高さ800mm 本 *** 23,315 23,325 1/1単価改定
TC2541 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式（貼付式）φ80mm 高さ400mm 本 *** 15,710 15,717 1/1単価改定
TC2542 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式（貼付式）φ80mm 高さ650mm 本 *** 18,913 18,921 1/1単価改定
TC2543 市場単価 車線分離標設置〈材工共〉 固定式（貼付式）φ80mm 高さ800mm 本 *** 20,815 20,825 1/1単価改定
TC2547 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 可変式（穿孔式・1本脚） 本 *** 1,460 1,460 1/1単価改定
TC2548 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 着脱式（穿孔式・3本脚） 本 *** 2,220 2,220 1/1単価改定
TC2549 市場単価 車線分離標撤去〈手間のみ〉 固定式（貼付式） 本 *** 1,070 1,070 1/1単価改定
TC2550 市場単価 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工〈手間のみ〉 打設長 １０ｍ未満 ｍ *** 1,250 1,250 1/1単価改定
TC2551 市場単価 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工〈手間のみ〉 打設長 １０ｍ以上２０ｍ未満 ｍ *** 1,190 1,190 1/1単価改定
TC2552 市場単価 ｻﾝﾄﾞﾄﾞﾚｰﾝ工〈手間のみ〉 打設長 ２０ｍ以上３５ｍ未満 ｍ *** 1,450 1,450 1/1単価改定
TC2560 市場単価 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工〈手間のみ〉 打設長 １０ｍ未満 ｍ *** 2,570 2,570 1/1単価改定
TC2561 市場単価 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工〈手間のみ〉 打設長 １０ｍ以上２０ｍ未満 ｍ *** 2,400 2,400 1/1単価改定
TC2562 市場単価 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ工〈手間のみ〉 打設長 ２０ｍ以上３５ｍ未満 ｍ *** 3,540 3,540 1/1単価改定
TC2601 市場単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉 Ｌ＝600mm 60kg／個以下 ｍ *** 2,850 2,850 1/1単価改定
TC2602 市場単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉 Ｌ＝600mm 60kgを超え300kg／個以下 ｍ *** 4,020 4,020 1/1単価改定
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TC2610 市場単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉 Ｌ＝2000mm 1000kg／個以下 ｍ *** 2,950 2,950 1/1単価改定
TC2611 市場単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉 Ｌ＝2000mm 1000kgを超え2000kg／個以下 ｍ *** 4,250 4,250 1/1単価改定
TC2612 市場単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉 Ｌ＝2000mm 2000kgを超え2900kg／個以下 ｍ *** 5,820 5,820 1/1単価改定
TC2620 市場単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L＝2000mm 1000kg／個以下 ｍ *** 4,420 4,420 1/1単価改定
TC2621 市場単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L＝2000mm 1000kgを超え2000kg／個以下 ｍ *** 5,350 5,350 1/1単価改定
TC2622 市場単価 自由勾配側溝〈手間のみ〉 L＝2000mm 2000kgを超え2900kg／個以下 ｍ *** 6,450 6,450 1/1単価改定
TC2640 市場単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg／枚以下 枚 *** 235 235 1/1単価改定
TC2641 市場単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg／枚以下 枚 *** 660 660 1/1単価改定
TC2950 市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 Ａｐ－２Ｅ 塗装品 ｍ *** 15,735 15,892 1/1単価改定
TC2951 市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 Ｂｐ－２Ｅ 塗装品 ｍ *** 11,868 11,980 1/1単価改定
TC2952 市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 Ｃｐ－２Ｅ 塗装品 ｍ *** 10,749 10,848 1/1単価改定
TC2953 市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 Ｂｐ－２Ｅ メッキ品 ｍ *** 12,572 12,687 1/1単価改定
TC2954 市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> 土中建込 Ａｐ－２Ｅ メッキ品 ｍ *** 16,740 16,900 1/1単価改定
TC2957 市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａｐ－２Ｂ 塗装品 ｍ *** 12,375 12,492 1/1単価改定
TC2958 市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ｂｐ－２Ｂ 塗装品 ｍ *** 9,575 9,659 1/1単価改定
TC2959 市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ｃｐ－２Ｂ 塗装品 ｍ *** 8,650 8,723 1/1単価改定
TC2960 市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ｂｐ－２Ｂ メッキ品 ｍ *** 10,088 10,174 1/1単価改定
TC2961 市場単価 ガードパイプ設置工 <材工共> ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａｐ－２Ｂ メッキ品 ｍ *** 13,079 13,198 1/1単価改定
TC2965 市場単価 ガードパイプ撤去 <手間のみ> 土中建込 Ａｐ、Ｂｐ､Ｃｐ－２Ｅ ｍ *** 2,060 2,060 1/1単価改定
TC2966 市場単価 ガードパイプ撤去 <手間のみ> ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 Ａｐ、Ｂｐ､Ｃｐ－２Ｂ ｍ *** 1,210 1,210 1/1単価改定
TC2971 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置 <手間のみ> ﾊﾟｲﾌﾟのみ設置 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2ｍ ｍ *** 755 755 1/1単価改定
TC2976 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ撤去 <手間のみ> ﾊﾟｲﾌﾟのみ撤去 Ap、Bp、Cp 支柱間隔2ｍ ｍ *** 495 495 1/1単価改定
TC2981 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工【加算額】 標準支柱より長い支柱 Ｂ､Ｃ ｍ *** 283 286 1/1単価改定
TC2982 市場単価 ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ設置工【加算額】 曲げ支柱 Ｂ､Ｃ ｍ *** 838 838 1/1単価改定
TC3004 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m ｍ *** 1,090 1,090 1/1単価改定
TC3012 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込ﾋﾞｰﾑﾊﾟﾈﾙ支柱間隔3m ｍ *** 2,344 2,602 1/1単価改定
TC3013 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 支柱間隔3m ｍ *** 1,914 2,172 1/1単価改定
TC3017 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m ｍ *** 770 770 1/1単価改定
TC3018 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 支柱間隔3m ｍ *** 605 605 1/1単価改定
TC3022 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ固定 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m ｍ *** 1,382 1,384 1/1単価改定
TC3026 市場単価 横断・転落防止柵設置<手間のみ> 部材設置 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m ｍ *** 395 395 1/1単価改定
TC3035 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 土中建込 ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3m ｍ *** 670 670 1/1単価改定
TC3039 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 支柱間隔3m ｍ *** 555 555 1/1単価改定
TC3040 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込 門型 支柱間隔3m ｍ *** 335 335 1/1単価改定
TC3044 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m ｍ *** 435 435 1/1単価改定
TC3045 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 門型 支柱間隔3m ｍ *** 320 320 1/1単価改定
TC3049 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾟﾈﾙ式支柱間隔3m ｍ *** 395 395 1/1単価改定
TC3053 市場単価 横断・転落防止柵撤去<手間のみ> 部材撤去 ビーム・パネルのみ 支柱間隔3m ｍ *** 270 270 1/1単価改定
TC3151 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高1.5ｍ 本 *** 17,202 17,403
TC3152 市場単価 落石防護柵設置工〈材工共〉 中間支柱 柵高2.0ｍ 本 *** 21,067 21,312
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TC3412 市場単価横方向ｸﾞﾙｰﾋﾞﾝｸﾞ工〈手間のみ〉 幅36mm深10mm（路面排水用） ｍ *** 2,100 2,100
TC3421 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ表面処理工〈材工共〉 ウォータージェット工 ㎡ *** 3,770 3,770
TC3431 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅰ ｍ *** 5,150 5,150 1/1単価改定
TC3432 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅱ ｍ *** 8,200 8,200 1/1単価改定
TC3433 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 現場条件Ⅲ ｍ *** 10,300 10,300 1/1単価改定
TC3441 市場単価鉄筋挿入工〈手間のみ〉 削孔機械の上下移動費 回 *** 14,200 14,200 1/1単価改定
TC3442 市場単価鉄筋挿入工 仮設足場の設置・撤去費 空ｍ3 *** 2,900 2,900 1/1単価改定
TC4001 市場単価 橋面防水工〈材工共〉 ｼｰﾄ系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 新設 ㎡ *** 1,982 1,996 1/1単価改定
TC4002 市場単価 橋面防水工〈材工共〉 ｼｰﾄ系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系 補修 ㎡ *** 2,334 2,349 1/1単価改定
TC4003 市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系・合成ｺﾞﾑ系 新設 ㎡ *** 1,534 1,543 1/1単価改定
TC4004 市場単価 橋面防水工〈材工共〉 塗膜系防水 ｱｽﾌｧﾙﾄ系・合成ｺﾞﾑ系 補修 ㎡ *** 1,976 1,986 1/1単価改定
TC6001 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 低木 樹高 60㎝未満 本 *** 198 198 7/1単価改定
TC6002 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高 60㎝以上100㎝未満 本 *** 410 410 7/1単価改定
TC6003 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高100㎝以上200㎝未満 本 *** 1,290 1,290 7/1単価改定
TC6004 市場単価 公園植栽工 植樹工〈手間のみ〉 中木 樹高200㎝以上300㎝未満 本 *** 2,810 2,810 7/1単価改定
TC6011 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 二脚鳥居添木 樹高2.5ｍ以上 本 *** 4,625 4,655 7/1単価改定
TC6012 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 八ツ掛（竹） 樹高1.0ｍ以上 本 *** 1,970 1,990 7/1単価改定
TC6013 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 添柱形(１本形・竹) 樹高1.0ｍ以上 本 *** 770 790 7/1単価改定
TC6014 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 布掛（竹） 樹高1.0ｍ以上 ｍ *** 1,027 1,034 7/1単価改定
TC6015 市場単価 公園植栽工 支柱設置〈材工共〉 中木 生垣形 樹高1.0ｍ以上 ｍ *** 1,307 1,322 7/1単価改定
TC6028 市場単価 公園植栽工 地被類植付<手間のみ> 各種 鉢 *** 36 36 1/1単価改定
TC8001 市場単価 型枠工〈材工共〉 ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き ㎡ *** 4,192 4,320 1/1単価改定
TC8007 市場単価 型枠工〈材工共〉 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き ㎡ *** 3,192 3,320 1/1単価改定
TC8009 市場単価 型枠工〈材工共〉 ｾﾙﾗｰ・Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き ㎡ *** 4,692 4,820 1/1単価改定
TC8012 市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(重力式) ｸﾚｰﾝ抜き ㎡ *** 6,392 6,520 1/1単価改定
TC8013 市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(重力式) ｸﾚｰﾝ抜き ㎡ *** 7,050 7,070 1/1単価改定
TC8014 市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 鋼製(鋼矢板式) ｸﾚｰﾝ抜き ㎡ *** 6,392 6,520 1/1単価改定
TC8015 市場単価 型枠工〈材工共〉 上部工製作 木製(鋼矢板式) ｸﾚｰﾝ抜き ㎡ *** 7,050 7,070 1/1単価改定
TC8021 市場単価 底面工〈材工共〉 ケーソン製作 ㎡ *** 348 353 7/1単価改定
TC8031 市場単価 足場工〈材工共〉 ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場 ㎡ *** 1,796 1,860 7/1単価改定
TC8037 市場単価 足場工〈材工共〉 方塊製作 ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場 ㎡ *** 1,496 1,560 7/1単価改定
TC8039 市場単価 足場工〈材工共〉 ｾﾙﾗｰ･Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場 ㎡ *** 1,896 1,960 7/1単価改定
TC8042 市場単価 足場工〈材工共〉 ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き 内足場 ㎡ *** 1,203 1,205 7/1単価改定
TC8050 市場単価 足場工〈材工共〉 ｾﾙﾗｰ･Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き 内足場 ㎡ *** 1,346 1,410 7/1単価改定
TC8053 市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(重力式) ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場 ㎡ *** 2,296 2,360 7/1単価改定
TC8055 市場単価 足場工〈材工共〉 上部工製作(鋼矢板式) ｸﾚｰﾝ抜き 枠組足場 ㎡ *** 2,296 2,360 7/1単価改定
TC8061 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｹｰｿﾝ製作 ｸﾚｰﾝ抜き t *** 52,500 52,500 1/1単価改定
TC8069 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 ｾﾙﾗｰ･Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き t *** 53,000 53,000 1/1単価改定
TC8071 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 上部工製作 クレーン抜き t *** 55,000 55,000 1/1単価改定
TC8076 市場単価 支保工〈材工共〉 ｹｰｿﾝ製作 海上打継用 クレーン抜き ｍ *** 4,392 4,519 1/1単価改定
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TC8077 市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 重力式 クレーン抜き ｍ *** 4,666 4,710 1/1単価改定
TC8079 市場単価 支保工〈材工共〉 上部工製作 鋼矢板式 クレーン抜き ｍ *** 14,450 14,750 1/1単価改定
TC8081 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬含 ｹｰｿﾝ製作 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 ｍ3 *** 3,100 3,100 7/1単価改定
TC8083 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬含 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 ｍ3 *** 3,800 3,800 7/1単価改定
TC8085 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き ｍ3 *** 2,700 2,700 7/1単価改定
TC8086 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 方塊･蓋･根固･基礎ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾐｷｻｰ車直接 ｍ3 *** 2,700 2,700 7/1単価改定
TC8087 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬含 ｾﾙﾗｰ･Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 ｍ3 *** 4,100 4,100 7/1単価改定
TC8090 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 ｾﾙﾗｰ･Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ｸﾚｰﾝ抜き ｍ3 *** 3,100 3,100 7/1単価改定
TC8091 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 ｾﾙﾗｰ･Ｌ型ﾌﾞﾛｯｸ製作 ﾐｷｻｰ車から直接投入 ｍ3 *** 3,100 3,100 7/1単価改定
TC8092 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬含 上部工 陸上施工 ﾎﾟﾝﾌﾟ車 ｍ3 *** 2,900 2,900 7/1単価改定
TC8094 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き ｍ3 *** 1,900 1,900 7/1単価改定
TC8095 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 陸上施工 ﾐｷｻｰ車から直接投入 ｍ3 *** 1,900 1,900 7/1単価改定
TC8096 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 海上施工 台船ﾊﾞｹｯﾄ・自積ﾊﾞｹｯﾄ ｍ3 *** 3,000 3,000 7/1単価改定
TC8097 市場単価 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工〈手間のみ〉運搬別 上部工 海上施工 ｺﾝｸﾘｰﾄﾐｷｻｰ船 ｍ3 *** 2,200 2,200 7/1単価改定
TC8101 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10ｔ未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 27,000 27,000 7/1単価改定
TC8102 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10ｔ未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 27,000 27,000 7/1単価改定
TC8104 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10～15ｔ未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 28,500 28,500 7/1単価改定
TC8105 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力10～15ｔ未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 28,500 28,500 7/1単価改定
TC8107 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力15～100ｔ未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 41,500 41,500 7/1単価改定
TC8108 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力15～100ｔ未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 41,500 41,500 7/1単価改定
TC8110 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力 100ｔ以上 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 81,500 81,500 7/1単価改定
TC8111 市場単価 係船柱取付工〈手間のみ〉 けん引力 100ｔ以上 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 81,500 81,500 7/1単価改定
TC8115 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10ｔ未満 陸上施工 基 *** 7,420 7,500 7/1単価改定
TC8116 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10ｔ未満 海上施工 基 *** 7,420 7,500 7/1単価改定
TC8117 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10～15ｔ未満 陸上施工 基 *** 8,144 8,240 7/1単価改定
TC8118 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 10～15ｔ未満 海上施工 基 *** 8,144 8,240 7/1単価改定
TC8119 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 15～70ｔ未満 陸上施工 基 *** 12,840 13,000 7/1単価改定
TC8120 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 15～70ｔ未満 海上施工 基 *** 12,840 13,000 7/1単価改定
TC8121 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 70～100ｔ未満 陸上施工 基 *** 20,778 21,030 7/1単価改定
TC8122 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 70～100ｔ未満 海上施工 基 *** 20,778 21,030 7/1単価改定
TC8123 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力100～150ｔ未満 陸上施工 基 *** 27,498 27,830 7/1単価改定
TC8124 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力100～150ｔ未満 海上施工 基 *** 27,498 27,830 7/1単価改定
TC8125 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 150ｔ以上 陸上施工 基 *** 31,196 31,660 7/1単価改定
TC8126 市場単価 架台現場製作〈材工共〉 けん引力 150ｔ以上 海上施工 基 *** 31,196 31,660 7/1単価改定
TC8131 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10ｔ未満 陸上施工 基 *** 4,600 4,600 7/1単価改定
TC8132 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10ｔ未満 海上施工 基 *** 4,600 4,600 7/1単価改定
TC8133 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10～15ｔ未満 陸上施工 基 *** 4,700 4,700 7/1単価改定
TC8134 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 10～15ｔ未満 海上施工 基 *** 4,700 4,700 7/1単価改定
TC8135 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 15～70ｔ未満 陸上施工 基 *** 7,000 7,000 7/1単価改定
TC8136 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 15～70ｔ未満 海上施工 基 *** 7,000 7,000 7/1単価改定
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TC8137 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 70～100ｔ未満 陸上施工 基 *** 9,300 9,300 7/1単価改定
TC8138 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 70～100ｔ未満 海上施工 基 *** 9,300 9,300 7/1単価改定
TC8139 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力100～150ｔ未満 陸上施工 基 *** 13,700 13,700 7/1単価改定
TC8140 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力100～150ｔ未満 海上施工 基 *** 13,700 13,700 7/1単価改定
TC8141 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150ｔ以上 陸上施工 基 *** 18,500 18,500 7/1単価改定
TC8142 市場単価 架台取付〈手間のみ〉 けん引力 150ｔ以上 海上施工 基 *** 18,500 18,500 7/1単価改定
TC8151 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 9,900 9,900 7/1単価改定
TC8152 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 11,200 11,200 7/1単価改定
TC8154 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 13,100 13,100 7/1単価改定
TC8155 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 16,100 16,100 7/1単価改定
TC8157 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 17,300 17,300 7/1単価改定
TC8158 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 19,300 19,300 7/1単価改定
TC8160 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 20,500 20,500 7/1単価改定
TC8161 市場単価 防舷材取付〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 22,800 22,800 7/1単価改定
TC8162 市場単価 埋込栓取付（先付）〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 8,200 8,200 7/1単価改定
TC8163 市場単価 埋込栓取付（先付）〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 9,400 9,400 7/1単価改定
TC8164 市場単価 埋込栓取付（先付）〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 11,900 11,900 7/1単価改定
TC8165 市場単価 埋込栓取付（先付）〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 14,200 14,200 7/1単価改定
TC8166 市場単価 埋込栓取付（先付）〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 15,300 15,300 7/1単価改定
TC8167 市場単価 埋込栓取付（先付）〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 17,200 17,200 7/1単価改定
TC8168 市場単価 埋込栓取付（先付）〈手間のみ〉 H=800mm以上 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 17,700 17,700 7/1単価改定
TC8169 市場単価 埋込栓取付（先付）〈手間のみ〉 H=800mm以上 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 20,000 20,000 7/1単価改定
TC8170 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 陸上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 33,000 33,000 7/1単価改定
TC8171 市場単価 梯子取付〈手間のみ〉 H=250mm未満 海上施工 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 33,500 33,500 7/1単価改定
TC8184 市場単価 車止め取付〈手間のみ〉 二次製品 ｸﾚｰﾝ抜き ｍ *** 2,000 2,000 7/1単価改定
TC8192 市場単価 縁金物取付〈手間のみ〉 二次製品 ｸﾚｰﾝ抜き ｍ *** 1,150 1,150 7/1単価改定
TC8200 市場単価 電気防食工〈材工共〉 取付金具製作 ２個当り 組 *** 883 906 7/1単価改定
TC8201 市場単価 電気防食工〈手間のみ〉ｸﾚｰﾝ抜き 取付金具取付 ２個当り 溶接費含む 組 *** 1,300 1,300 7/1単価改定
TC8202 市場単価 陽極(ｱﾙﾐ合金)取付〈手間のみ〉 潜水費用含 ｸﾚｰﾝ込み 個 *** 15,000 15,000 1/1単価改定
TC8204 市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉 端子板 個 *** 18,500 18,500
TC8210 市場単価 上蓋使用料 （ケーソン据付用） ㎡ *** 670 720 7/1単価改定
TC8211 市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉 函 *** 77,000 77,000 7/1単価改定
TC8220 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設 錆止＋下上塗り ㎡ *** 1,853 1,856 7/1単価改定
TC8221 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 錆止めのみ ㎡ *** 391 392 7/1単価改定
TC8222 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 下上塗り ㎡ *** 1,503 1,504 7/1単価改定
TC8223 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 塗替 再錆止＋下上塗り ㎡ *** 4,753 4,756 7/1単価改定
TC8230 市場単価 車止塗装〈材工共〉 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装 ㎡ *** 1,953 1,954 7/1単価改定
TC8231 市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修 ㎡ *** 2,754 2,756 7/1単価改定
TC8232 市場単価 車止塗装〈材工共〉 塗替 亜鉛ﾒｯｷを施していない既設面の補修 ㎡ *** 2,303 2,305 7/1単価改定
TC8235 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 新設 亜鉛メッキを施した面の塗装 ㎡ *** 1,802 1,804 7/1単価改定
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TC8236 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 塗替 既設亜鉛メッキ面の補修 ㎡ *** 2,604 2,606 7/1単価改定
TC8237 市場単価 縁金物塗装〈材工共〉 塗替 亜鉛ﾒｯｷを施していない既設面の補修 ㎡ *** 2,254 2,256 7/1単価改定
TC8241 市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 陸上施工 クレーン抜き 個 *** 1,200 1,200 7/1単価改定
TC8242 市場単価 止水板取付〈手間のみ〉 海上施工 クレーン抜き 個 *** 600 600 7/1単価改定
TC8243 市場単価 止水板取外〈手間のみ〉 海上施工 クレーン抜き 個 *** 450 450 7/1単価改定
TC8250 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 陸上施工 ｍ *** 5,300 5,300 1/1単価改定
TC8251 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 水中施工 ｍ *** 13,400 13,400 1/1単価改定
TC8260 市場単価 防砂シート敷設 〈手間のみ〉 陸上施工 クレーン抜き ㎡ *** 850 850 1/1単価改定
TC8262 市場単価 防砂シート敷設〈手間のみ〉 海上施工 台船を使用 ㎡ *** 1,200 1,200 1/1単価改定
TC8263 市場単価 防砂シート敷設 〈手間のみ〉 海上施工 クレーン付台船を使用 ㎡ *** 1,650 1,650 1/1単価改定
TC8270 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先Ｖ型 陸上施工 板厚6mm以上12mm未満 ｍ *** 8,808 8,814
TC8271 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先Ｖ型 陸上施工 板厚12mm以上16mm未満 ｍ *** 14,314 14,324
TC8272 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先Ｖ型 陸上施工 板厚16mm以上20mmまで ｍ *** 22,323 22,339
TC8273 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先Ｘ型 陸上施工 板厚16mm以上20mm未満 ｍ *** 21,115 21,125
TC8274 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先Ｘ型 陸上施工 板厚20mm以上28mmまで ｍ *** 32,231 32,251
TC8275 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚3mm以上8mm未満 ｍ *** 2,103 2,105
TC8276 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚8mm以上12mm未満 ｍ *** 4,606 4,610
TC8277 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> 陸上施工 板厚12mm以上16mmまで ｍ *** 8,811 8,819
TC8280 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先Ｖ型 海上施工 板厚6mm以上12mm未満 ｍ *** 11,108 11,114
TC8281 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先Ｖ型 海上施工 板厚12mm以上16mm未満 ｍ *** 18,314 18,324
TC8282 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先Ｖ型 海上施工 板厚16mm以上20mmまで ｍ *** 27,923 27,939
TC8283 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先Ｘ型 海上施工 板厚16mm以上20mm未満 ｍ *** 26,415 26,425
TC8284 市場単価 手動ｱｰｸ溶接突合わせ〈材工共〉 開先Ｘ型 海上施工 板厚20mm以上28mmまで ｍ *** 39,731 39,751
TC8285 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚3mm以上8mm未満 ｍ *** 2,703 2,705
TC8286 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚8mm以上12mm未満 ｍ *** 6,206 6,210
TC8287 市場単価 手動ｱｰｸ溶接隅肉重ね合せ<材工共> 棒鋼+鋼板 海上施工 板厚12mm以上16mmまで ｍ *** 11,411 11,419
TC8300 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 Ｉ形 陸上施工 板厚6mm以上10mmまで ｍ *** 1,007 1,011
TC8301 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 Ｖ形 陸上施工 板厚11mm以上20mm未満 ｍ *** 5,168 5,180
TC8302 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 Ｖ形 陸上施工 板厚20mm以上30mm未満 ｍ *** 8,285 8,308
TC8303 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 Ｖ形 陸上施工 板厚30mm以上35mmまで ｍ *** 11,444 11,473
TC8304 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 Ｘ形 陸上施工 板厚25mm以上35mmまで ｍ *** 8,085 8,108
TC8305 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 Ｉ形 海上施工 板厚6mm以上10mmまで ｍ *** 1,257 1,261
TC8306 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 Ｖ形 海上施工 板厚11mm以上20mm未満 ｍ *** 6,418 6,430
TC8307 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 Ｖ形 海上施工 板厚20mm以上30mm未満 ｍ *** 10,135 10,158
TC8308 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 Ｖ形 海上施工 板厚30mm以上35mmまで ｍ *** 14,644 14,673
TC8309 市場単価 半自動アーク溶接〈材工共〉 Ｘ形 海上施工 板厚25mm以上35mmまで ｍ *** 9,935 9,958
TC8320 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚3mm以上6mm未満 ｍ *** 10,302 10,304
TC8321 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚6mm以上10mm未満 ｍ *** 18,805 18,809
TC8322 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上13mm未満 ｍ *** 34,408 34,414
TC8323 市場単価 水中被覆アーク溶接〈材工共〉 海上施工 板厚13mm以上16mmまで ｍ *** 55,115 55,125
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TC8330 市場単価 水中スタッド溶接〈手間のみ〉 下地処理 箇所 *** 420 420
TC8331 市場単価 水中スタッド溶接〈手間のみ〉 水中スタッド溶接 本 *** 910 910
TC8335 市場単価 ガス切断（手動）〈材工共〉 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満 ｍ *** 1,666 1,677
TC8336 市場単価 ガス切断（手動）〈材工共〉 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満 ｍ *** 1,875 1,892
TC8337 市場単価 ガス切断（手動）〈材工共〉 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで ｍ *** 2,185 2,209
TC8338 市場単価 ガス切断（手動）〈材工共〉 海上施工 板厚2mm以上10mm未満 ｍ *** 2,116 2,127
TC8339 市場単価 ガス切断（手動）〈材工共〉 海上施工 板厚10mm以上20mm未満 ｍ *** 2,425 2,442
TC8340 市場単価 ガス切断（手動）〈材工共〉 海上施工 板厚20mm以上30mmまで ｍ *** 2,835 2,859
TC8345 市場単価 ガス切断(自動･半自動)<材工共> 陸上施工 板厚2mm以上10mm未満 ｍ *** 816 827
TC8346 市場単価 ガス切断(自動･半自動)<材工共> 陸上施工 板厚10mm以上20mm未満 ｍ *** 1,025 1,042
TC8347 市場単価 ガス切断(自動･半自動)<材工共> 陸上施工 板厚20mm以上30mmまで ｍ *** 1,285 1,309
TC8348 市場単価 ガス切断(自動･半自動)<材工共> 海上施工 板厚2mm以上10mm未満 ｍ *** 966 977
TC8349 市場単価 ガス切断(自動･半自動)<材工共> 海上施工 板厚10mm以上20mm未満 ｍ *** 1,325 1,342
TC8350 市場単価 ガス切断(自動･半自動)<材工共> 海上施工 板厚20mm以上30mmまで ｍ *** 1,635 1,659
TC8355 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚2mm以上10mm未満 ｍ *** 13,043 13,072
TC8356 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚10mm以上20mm未満 ｍ *** 17,079 17,132
TC8357 市場単価 水中酸素アーク切断〈材工共〉 板厚20mm以上30mmまで ｍ *** 21,815 21,892
TC8361 市場単価 汚濁防止膜設置〈手間のみ〉 陸上クレーン込み ｍ *** 4,700 4,700 7/1単価改定
TC8363 市場単価 汚濁防止膜撤去〈手間のみ〉 陸上クレーン込み ｍ *** 4,300 4,300 7/1単価改定
TC8364 市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉 ｍ *** 4,000 4,000 7/1単価改定
TC8372 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法14×14ｍ級 陸上クレーン込み 基 *** 810,000 810,000 7/1単価改定
TC8374 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法20×20ｍ級 陸上クレーン込み 基 *** 920,000 920,000 7/1単価改定
TC8376 市場単価 汚濁防止枠設置〈手間のみ〉 枠寸法22×22ｍ級 陸上クレーン込み 基 *** 960,000 960,000 7/1単価改定
TC8381 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法14×14ｍ級 陸上クレーン込み 基 *** 710,000 710,000 7/1単価改定
TC8383 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法20×20ｍ級 陸上クレーン込み 基 *** 760,000 760,000 7/1単価改定
TC8385 市場単価 汚濁防止枠撤去〈手間のみ〉 枠寸法22×22ｍ級 陸上クレーン込み 基 *** 780,000 780,000 7/1単価改定
TC8390 市場単価 吊鉄筋･吊バー<手間のみ> 38mm未満 クレーン抜き t *** 59,500 59,500 1/1単価改定
TC8391 市場単価 吊鉄筋･吊バー<手間のみ> 38mm以上50mm未満 クレーン抜き t *** 54,500 54,500 1/1単価改定
TC8392 市場単価 吊鉄筋･吊バー<手間のみ> 50mm以上80mm未満 クレーン抜き t *** 49,000 49,000 1/1単価改定
TC8400 市場単価 ｱｽﾌｧﾙﾄﾏｯﾄ(工場製作)設置<材工共> クレーン抜き ㎡ *** 13,162 13,926 7/1単価改定
TC8401 市場単価 ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置〈材工共〉 ㎡ *** 10,218 10,363 7/1単価改定
TC8410 市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 瀝青系 ｔ＝10㎜ ㎡ *** 1,924 1,940 7/1単価改定
TC8412 市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 発砲樹脂体系 ｔ＝10㎜ ㎡ *** 2,007 2,012 7/1単価改定
TC8420 市場単価 かき落とし工〈手間のみ〉 ㎡ *** 5,300 5,300 1/1単価改定
TC8430 市場単価 浮標灯設置〈手間のみ〉 クレーン抜き 個 *** 161,000 161,000 7/1単価改定
TC8432 市場単価 浮標灯撤去〈手間のみ〉 クレーン抜き 個 *** 137,000 137,000 7/1単価改定
TC8501 市場単価 ペトロラタム被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼管杭 クレーン抜き ㎡ *** 2,500 2,500 1/1単価改定
TC8505 市場単価 ペトロラタム被覆工〈手間のみ〉 足場設置撤去 鋼矢板・鋼管矢板 ｸﾚｰﾝ抜き ｍ *** 5,500 5,500 1/1単価改定
TC8510 市場単価 ペトロラタム被覆工〈手間のみ〉 防食被覆 鋼管杭 クレーン抜き ㎡ *** 12,400 12,400 1/1単価改定
TC8515 市場単価 ペトロラタム被覆工〈手間のみ〉 防食被覆 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き ㎡ *** 13,100 13,100 1/1単価改定
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TC8520 市場単価 ペトロラタム被覆工〈材工共〉 端部処理 鋼管杭 クレーン抜き ｍ *** 8,006 8,010 1/1単価改定
TC8525 市場単価 ペトロラタム被覆工〈材工共〉 端部処理 鋼矢板・鋼管矢板 クレーン抜き ｍ *** 7,706 7,710 1/1単価改定
TC9001 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 粘性土・シルト ｍ *** 9,490 9,490 10/1単価改定
TC9002 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 砂・砂質土 ｍ *** 11,400 11,400 10/1単価改定
TC9003 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 礫混じり土砂 ｍ *** 19,700 19,700 10/1単価改定
TC9004 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 玉石混じり土砂 ｍ *** 43,300 43,300 10/1単価改定
TC9005 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 固結ｼﾙﾄ・固結粘土 ｍ *** 15,000 15,000 7/1単価改定
TC9006 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 粘性土・シルト ｍ *** 11,000 11,000 10/1単価改定
TC9007 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 砂・砂質土 ｍ *** 13,400 13,400 10/1単価改定
TC9008 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 礫混じり土砂 ｍ *** 23,200 23,200 10/1単価改定
TC9009 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 玉石混じり土砂 ｍ *** 50,300 50,300 10/1単価改定
TC9010 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 固結ｼﾙﾄ・固結粘土 ｍ *** 17,500 17,500 7/1単価改定
TC9011 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 粘性土・シルト ｍ *** 13,500 13,500 10/1単価改定
TC9012 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 砂・砂質土 ｍ *** 16,600 16,600 10/1単価改定
TC9013 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 礫混じり土砂 ｍ *** 29,400 29,400 10/1単価改定
TC9014 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 玉石混じり土砂 ｍ *** 62,100 62,100 10/1単価改定
TC9015 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 固結ｼﾙﾄ・固結粘土 ｍ *** 22,300 22,300 7/1単価改定
TC9021 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 軟岩 ｍ *** 25,200 25,200 10/1単価改定
TC9022 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 中硬岩 ｍ *** 31,500 31,500 10/1単価改定
TC9023 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 硬岩 ｍ *** 36,300 36,300 10/1単価改定
TC9024 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 極硬岩 ｍ *** 62,000 62,000 7/1単価改定
TC9025 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 破砕帯 ｍ *** 68,200 68,200 7/1単価改定
TC9026 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 軟岩 ｍ *** 30,200 30,200 7/1単価改定
TC9027 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 中硬岩 ｍ *** 37,100 37,100 7/1単価改定
TC9028 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 硬岩 ｍ *** 43,300 43,300 7/1単価改定
TC9029 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 極硬岩 ｍ *** 70,300 70,300 7/1単価改定
TC9030 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 破砕帯 ｍ *** 78,300 78,300 7/1単価改定
TC9031 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 軟岩 ｍ *** 31,700 31,700 7/1単価改定
TC9032 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 中硬岩 ｍ *** 38,600 38,600 10/1単価改定
TC9041 市場単価 シンウォールサンプリング 粘土性（0≦Ｎ値≦4） 本 *** 21,100 21,100 7/1単価改定
TC9042 市場単価 デニソンサンプリング 粘土性（4＜Ｎ値） 本 *** 30,600 30,600 10/1単価改定
TC9043 市場単価 トリプルサンプリング 砂質土 本 *** 32,200 32,200 7/1単価改定
TC9050 市場単価 簡易貫入試験（地質調査） 諸経費を含まない市場単価 ｍ 2,820 2,820 2,820
TC9051 市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト 回 *** 5,580 5,580 10/1単価改定
TC9052 市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土 回 *** 7,390 7,390 10/1単価改定
TC9053 市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂 回 *** 10,900 10,900 10/1単価改定
TC9054 市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂 回 *** 13,000 13,000 7/1単価改定
TC9055 市場単価 標準貫入試験 固結シルト・固結粘土 回 *** 9,310 9,310 10/1単価改定
TC9056 市場単価 標準貫入試験 軟岩 回 *** 13,000 13,000 10/1単価改定
TC9057 市場単価 孔内水平載荷試験 普通載荷（2.5MN/m2以下）GL-50m以内 回 *** 48,000 48,000 10/1単価改定
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