
連番 コード 単位 基準単価 摘 要

国土交通省国土技術政策総合研究所(国総研) 長崎県土木積算システム [東京]

施工パッケージ型積算方式における基準単価(東京)対応一覧［一般土木］

名称・規格

172 TP5163 インナーロッド φ１３５ｍｍ用（１．５ｍ） 二重管：ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ 135㎜ 1.5ｍ標準 本 ***
173 TP5164 インナーロッド φ１４６ｍｍ用（１．５ｍ） 二重管：ｲﾝﾅｰﾛｯﾄﾞ 146㎜ 1.5ｍ標準 本 ***
174 TP5171 インナービット φ９０ｍｍ用 二重管：ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ 90㎜ 個 ***
175 TP5172 インナービット φ１１５ｍｍ用 二重管：ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ 115㎜ 個 ***
176 TP5173 インナービット φ１３５ｍｍ用 二重管：ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ 135㎜ 個 ***
177 TP5174 インナービット φ１４６ｍｍ用 二重管：ｲﾝﾅｰﾋﾞｯﾄ 146㎜ 個 ***
178 TP2436 コンクリートカッタ （ブレード） 径２２インチ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径56㎝ 枚 ***
179 TP2438 コンクリートカッタ （ブレード） 径３０インチ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径75㎝ 枚 ***
180 TP2440 コンクリートカッタ （ブレード） 径３８インチ ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰﾄﾞ 径96㎝ 枚 ***
181 TT1207 アスファルト混合物 密粒度ＡＳ混合物（２０） 密粒度アスファルト t ***
182 TT1208 アスファルト混合物 細粒度ＡＳ混合物（１３） 細粒度アスファルト t ***
183 TT1205 アスファルト混合物 開粒度ＡＳ混合物（１３） 開粒度アスファルト t ***
184 TT1215 アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） 排水性アスファルト 高粘度改質 開粒度アスファルト(13) t ***
185 TT1211 アスファルト混合物（安定処理材） ＡＳ安定処理（４０） アスファルト安定処理用 t ***
186 TT1221 再生アスファルト混合物 再生粗粒度ＡＳ混合物（２０） 再生アスファルト （粗粒度） t ***
187 TT1220 再生アスファルト混合物 再生密粒度ＡＳ混合物（１３） 再生アスファルト （密粒度） t ***
188 TT1222 再生アスファルト混合物 再生細粒度ＡＳ混合物（１３） 再生アスファルト （細粒度） t ***
189 TT1182 アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用 アスファルト乳剤 ＰＫ３ー４浸透用 t *** ※（注３）
190 TT1182 アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用 アスファルト乳剤 ＰＫ３ー４浸透用 t *** ※（注３）
191 TT1191 アスファルト乳剤 ＰＫＲ ゴム入り ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 t *** ※（注３）
192 TP2505 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ 導水パイプ 排水性舗装用 ステンレス製 φ１８ m ***
193 TT5207 ガードレール 土中建込 Ｇr-Ｂ-４Ｅ 塗装 ガードレール Ｇｒ－Ｂ－４Ｅ 塗装(白) m ***
194 TT5235 ガードパイプ 土中建込 ＧＰ-ＢＰ-２Ｅ 塗装 ガードパイプ 土中建込 ＧＰ-ＢＰ-２Ｅ 塗装 m ***
195 TT5310 直ビーム B 板厚３．２×幅３５０×長さ２，３３０ｍｍ 塗装 直ビーム B 板厚3.2×幅350×長さ2,330mm 塗装 m ***
196 TT5320 ビームパイプ ＧＰ-ＢＰ 厚さ３．２ 外径φ４８．６ 長さ２，０００ｍｍ 塗装 ビームパイプ GP-BP 厚さ3.2 外径φ48.6 長さ2,000mm 塗装 m ***
197 TT5361 車止めポスト ピラー型 取外し式 径１１４．３ｍｍ 高さ８５０ｍｍ スチール 車止めポスト ピラー型 取外し式 径114.3mm 高さ850mm スチール 本 ***
198 TT1705 鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００） 鉄筋コンクリートＬ型側溝 300 (W)500 (t)85-55 (L)600 本 *** ※（注３）

199-1 TT3177 歩車道境界ブロック B種（１８０/２０５×２５０×６００） 歩車道境界ブロック （本体部） 片面Ｒ Ｂ型 180/205×250 L=600 本 *** ※（注３）
199-2 TT3177 歩車道境界ブロック B種（１８０/２０５×２５０×６００） 歩車道境界ブロック （本体部） 片面Ｒ Ｂ型 180/205×250 L=600 m 1,864.5
200-1 TT3280 地先境界ブロック Ａ種（１２０×１２０×６００） 地先境界ブロック Ａ 120X120X600 ※（注３） 本 *** 11/1連番改訂
200-2 TT3280 地先境界ブロック Ａ種（１２０×１２０×６００） 地先境界ブロック Ａ 120X120X600 m 651.75 11/1新設

201 TT2065 円形側溝 縦断用 内径３００ｍｍ Ｔ-２５ L=２ｍ 円形側溝 縦断用 内径３００ｍｍ Ｔ-２５ L=２ｍ 本 *** ※（注３）
202 TT2066 円形側溝 縦断用 内径５００ｍｍ Ｔ-２５ L=２ｍ 円形側溝 縦断用 内径５００ｍｍ Ｔ-２５ L=２ｍ 本 *** ※（注３）
203 TT3305 特殊ブロック 研磨平板 ３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ 特殊ブロック 研磨平板 ３０ｃｍ×３０ｃｍ×６ｃｍ 枚 ***
204 TT3306 特殊ブロック 研磨平板 ４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ 特殊ブロック 研磨平板 ４０ｃｍ×４０ｃｍ×６ｃｍ 枚 ***
205 TP4037 ゴム支承 コンクリートヒンジ用緩衝ゴム ＳＢＲ 単層１０ｍｍ ｺﾝｸﾘｰﾄﾋﾝｼﾞ用緩衝ｺﾞﾑ ＳＢＲ 単層10 m2 ***
206 TP3761 高欄(鋼製) Ｂ種 丸・縦桟型 ビーム数３本 高さ１，０００ｍｍ スパン２．０ｍ めっき 高欄(鋼製) Ｂ種 丸・縦桟型 ﾋﾞｰﾑ数3本 高さ1,000mm ｽﾊﾟﾝ2.0m めっき m ***
207 TT1446 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径２００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ ヒューム管 外圧管一種Ｂ型 φ200X27 L=2000 本 ***
208 TT1447 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径２５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ ヒューム管 外圧管一種Ｂ型 φ250X28 L=2000 本 ***
209 TT1448 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径３００ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ ヒューム管 外圧管一種Ｂ型 φ300X30 L=2000 本 ***
210 TT1449 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径３５０ｍｍ×長さ２，０００ｍｍ ヒューム管 外圧管一種Ｂ型 φ350X32 L=2000 本 ***
211 TT1450 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径４００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ ヒューム管 外圧管一種Ｂ型 φ400X35 L=2430 本 ***
212 TT1451 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径４５０ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ ヒューム管 外圧管一種Ｂ型 φ450X38 L=2430 本 ***
213 TT1452 ヒューム管 外圧管 Ｂ形１種 径５００ｍｍ×長さ２，４３０ｍｍ ヒューム管 外圧管一種Ｂ型 φ500X42 L=2430 本 ***
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労務単価は、「平成２５年４月から適用する公共工事設計労務単価(国土交通省）」の東京都単価を使用

機械損料は、「平成２５年度 建設機械等損料算定表（国土交通省）」の供用日当たり換算値損料(１５欄)を使用

下記単価については、単位換算後の単価を採用する

連番 コード 名称・規格 換算 備考

換算前
（国総研）

換算後
（長崎県）

130 TT1021 普通ポルトランドセメント ２５ｋｇ 袋入 m3 t 1.23t/m3
145 TT1279 細砂 モルタル注入用(ｔ当り) m3 t 1.6t/m3
189 TT1182 アスファルト乳剤 ＰＫ３ー４浸透用 ℓ t 0.001t/ℓ
190 TT1182 アスファルト乳剤 ＰＫ３ー４浸透用 ℓ t 0.001t/ℓ
191 TT1191 ｺﾞﾑ入りｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤 ℓ t 0.001t/ℓ
198 TT1705 鉄筋コンクリートＬ形３００（５００×１５５×６００） 個 本 本/個

199-1 TT3177 歩車道境界ブロック B種（１８０/２０５×２５０×６００） 個 本 本/個
200-1 TT3280 地先境界ブロック Ａ種（１２０×１２０×６００） 個 本 本/個 11/1連番改訂

201 TT2065 円形側溝 縦断用 内径３００ｍｍ Ｔ-２５ L=２ｍ 個 本 本/個
202 TT2066 円形側溝 縦断用 内径５００ｍｍ Ｔ-２５ L=２ｍ 個 本 本/個
240 TT2937 ボックスカルバート RC B１５００×H１５００×L１０００ Ｔ-２５ 土被り０．５～３．０m 個 本 本/個
241 TT2966 ボックスカルバート RC B３０００×H２０００×L１０００ Ｔ-２５ 土被り０．５～３．０m 個 本 本/個
242 TT2930 ボックスカルバート RC B１５００×H１０００×L１５００ Ｔ-２５ 土被り０．５～３．０m 個 本 本/個
243 TT2939 ボックスカルバート RC B１５００×H１５００×L１５００ Ｔ-２５ 土被り０．５～３．０m 個 本 本/個
244 TT2972 ボックスカルバート RC B３０００×H２０００×L１５００ Ｔ-２５ 土被り０．５～３．０m 個 本 本/個
245 TT2974 ボックスカルバート RC B３０００×H３０００×L１５００ Ｔ-２５ 土被り０．５～３．０m 個 本 本/個
246 TT2910 ボックスカルバート RC B６００×H６００×L２０００ Ｔ-２５ 土被り０．５～３．０m 個 本 本/個
247 TT2933 ボックスカルバート RC B１５００×H１０００×L２０００ Ｔ-２５ 土被り０．５～３．０m 個 本 本/個
248 TT2914 ボックスカルバート RC B１０００×H１５００×L２０００ Ｔ-２５ 土被り０．５～３．０m 個 本 本/個
249 TT2935 ボックスカルバート RC B１５００×H１５００×L２０００ Ｔ-２５ 土被り０．５～３．０m 個 本 本/個
321 TP4103 銘板 ３００×２００×１３ 箇所 枚 枚/箇所

※端数処理については、単位換算後に行う。

プレキャストマンホール 製品質量２,０００ｋｇ/基以下は、下記の各材料を各１個ずつ組合せた１基当たりの単価

連番 コード 名称・規格 単位
238-1 TT1604 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形０号Ⅰ種（斜壁６００×７５０×３００ｍｍ) 個
238-2 TT1606 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形０号Ⅰ種（直壁７５０×３００ｍｍ) 個
238-3 TT1608 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形０号Ⅰ種（管取付け壁７５０×６００ｍｍ) 個
238-4 TT1610 下水道用鉄筋コンクリート製組立マンホール 円形０号Ⅰ種（底版） 個
238-5 TT1612 調整リング ６００×５０ 個
238-6 TT1615 下水道用マンホールふた φ６００ｍｍ 浮上防止型かぎ付 Ｔ－２５ 組

※端数処理については、各材料を各１個ずつ組み合わせたプレキャストマンホール１基当たり単価の平均処理後に行う。

（注４）
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（注２）

（注３）

単位

（注１）
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