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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
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
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） ㎡ *** 13,570 14,850 9/1単価改定
TC1540 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚５㎝ ㎡ *** 4,612 4,723
TC1541 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚６㎝ ㎡ *** 4,718 4,847
TC1542 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚７㎝ ㎡ *** 4,928 5,081
TC1543 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚８㎝ ㎡ *** 5,488 5,664
TC1544 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚９㎝ ㎡ *** 5,754 5,948
TC1545 市場単価 モルタル吹付工〈材工共〉 厚１０㎝ ㎡ *** 6,014 6,231
TC1560 市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚10㎝ ㎡ *** 5,775 5,970
TC1561 市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚15㎝ ㎡ *** 7,633 7,926
TC1562 市場単価 コンクリート吹付工〈材工共〉 厚20㎝ ㎡ *** 9,481 9,864
TC1570 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 種子散布工 ㎡ *** 192 193
TC1571 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚１㎝ ㎡ *** 973 1,026
TC1572 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚２㎝ ㎡ *** 1,619 1,725
TC1573 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 客土吹付工 厚３㎝ ㎡ *** 2,239 2,398
TC1574 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚３㎝ ㎡ *** 3,898 4,063
TC1575 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚４㎝ ㎡ *** 4,457 4,676
TC1576 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚５㎝ ㎡ *** 5,047 5,318
TC1577 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚６㎝ ㎡ *** 5,797 6,121
TC1578 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚７㎝ ㎡ *** 6,356 6,734
TC1579 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚８㎝ ㎡ *** 7,106 7,536
TC1580 市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋無 ㎡ *** 676 677
TC1584 市場単価 ネット張工〈材工共〉 繊維ネット工 肥料袋付 ㎡ *** 1,661 1,662
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 ㎡ *** 1,901 1,902
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 ㎡ *** 676 677
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 ㎡ *** 976 977
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） ㎡ *** 1,120 1,140
TC1602 市場単価 植生工(人力施工)〈材工共〉 筋芝工 野芝・高麗芝 ㎡ *** 1,290 1,310
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） ㎡ *** 1,580 1,660
TC1605 市場単価 植生基材吹付工〈材工共〉 厚層吹付工 厚１０cm ㎡ *** 8,225 8,761
TC1609 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面150×150 ｍ *** 7,392 7,439
TC1610 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面200×200 ｍ *** 9,347 9,427
TC1611 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面300×300 ｍ *** 14,483 14,664
TC1612 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面400×400 ｍ *** 23,048 23,370
TC1613 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面500×500 ｍ *** 31,631 32,133
TC1614 市場単価 吹付枠工〈材工共〉 梁断面600×600 ｍ *** 42,332 43,055
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 *** 52,522 54,532
TC1632 市場単価 吹付枠工【加算額】 表面コテ仕上げ ㎡ *** 1,140 1,140
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 ㎡ *** 1,569 1,575
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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) ㎡ *** 3,140 3,140
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) ㎡ *** 6,594 6,750
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 ㎡ *** 263 263
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) ㎡ *** 481 481
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 ㎡ *** 2,166 2,170
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 ㎡ *** 1,334 1,336 9/1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 2層 ㎡ *** 1,242 1,244
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 3層 ㎡ *** 1,393 1,394
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 ㎡ *** 621 622
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 ㎡ *** 481 481
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 ㎡ *** 449 449
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 ㎡ *** 469 469
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 ㎡ *** 654 654 9/1単価改定
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 ㎡ *** 566 566
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 ㎡ *** 604 604
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 ㎡ *** 531 531
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 ㎡ *** 449 449
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 ㎡ *** 476 476
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 ㎡ *** 1,411 1,411 9/1単価改定
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 ㎡ *** 909 909
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 ㎡ *** 1,091 1,091
TC1740 市場単価 橋梁塗装工 塗替塗装 [材工共] 清掃･水洗い ㎡ *** 118 118
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 ㎡ *** 4,994 5,150
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 ㎡ *** 2,190 2,190
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 ㎡ *** 1,510 1,510
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 ㎡ *** 845 845
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 ㎡ *** 568 568
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 ㎡ *** 398 398
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 ㎡ *** 624 625
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 ｽﾌﾟﾚｰ 2層 ㎡ *** 996 998
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 2層 ㎡ *** 932 933
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Ⅰ ㎡ *** 606 607 9/1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 ㎡ *** 884 886 9/1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 ﾊｹ･ﾛｰﾗ 2層 ㎡ *** 2,074 2,076
TC1756 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 ﾊｹ･ﾛｰﾗ 2層 ㎡ *** 1,242 1,244
TC1757 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Ⅱ ㎡ *** 1,334 1,336 9/1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 ㎡ *** 481 481
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 ㎡ *** 449 449
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 ㎡ *** 469 469
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 ㎡ *** 661 661
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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 ㎡ *** 586 587
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 ㎡ *** 569 569
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 ㎡ *** 481 482
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 ㎡ *** 609 609
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 ㎡ *** 529 530
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 ㎡ *** 531 531
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 ㎡ *** 449 449
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 ㎡ *** 476 476
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 ㎡ *** 1,431 1,431
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 ㎡ *** 1,441 1,441
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 ㎡ *** 916 916
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 ㎡ *** 854 854
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 ㎡ *** 1,111 1,111
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 ㎡ *** 1,061 1,061
TC1800 市場単価 橋梁用伸縮継手装置〈手間のみ〉 新設 軽量型 ｍ *** 32,007 32,573 9/1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 *** 34,948 35,627 9/1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 *** 105,191 105,318 6/1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 *** 80,091 80,218 6/1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 *** 112,229 112,382
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 *** 85,429 85,582 6/1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 *** 34,800 34,800 6/1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 *** 27,200 27,200 6/1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 *** 32,000 32,000 6/1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 *** 60,900 60,900 6/1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 *** 48,100 48,100 6/1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 *** 74,700 74,700 6/1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 *** 59,500 59,500 6/1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 *** 6,500 6,500
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
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
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 *** 39,500 39,500
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 ㎡ *** 5,574 5,623 6/1単価改定
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 ㎡ *** 7,448 7,513 6/1単価改定
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 ㎡ *** 8,872 8,953 6/1単価改定
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 ㎡ *** 7,167 7,244 6/1単価改定
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 ㎡ *** 9,274 9,390 6/1単価改定
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 ㎡ *** 4,864 4,907 6/1単価改定
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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 ㎡ *** 6,018 6,063 6/1単価改定
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 ㎡ *** 5,368 5,414 6/1単価改定
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 ㎡ *** 6,572 6,620 6/1単価改定
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 ㎡ *** 8,164 8,207 6/1単価改定
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 ㎡ *** 9,368 9,413 6/1単価改定
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 ㎡ *** 9,068 9,114 6/1単価改定
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 ㎡ *** 10,072 10,120 6/1単価改定
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 ㎡ *** 5,505 5,542 6/1単価改定
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 ㎡ *** 6,809 6,849 6/1単価改定
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 ㎡ *** 6,359 6,399 6/1単価改定
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 ㎡ *** 7,563 7,605 6/1単価改定
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 ㎡ *** 8,416 8,459 6/1単価改定
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 ㎡ *** 9,820 9,866 6/1単価改定
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 ㎡ *** 5,602 5,637 6/1単価改定
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 ㎡ *** 6,756 6,793 6/1単価改定
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 ㎡ *** 5,483 5,505 6/1単価改定
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 ㎡ *** 6,135 6,159 6/1単価改定
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 *** 29,983 31,161 9/1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 *** 33,320 34,523 9/1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 *** 45,430 47,059 9/1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 *** 52,818 54,505 9/1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 *** 30,583 31,761 9/1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 *** 34,520 35,723 9/1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 *** 48,430 50,059 9/1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 *** 29,783 30,961 9/1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 *** 33,320 34,523 9/1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 *** 45,830 47,459 9/1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 *** 57,765 60,122 9/1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 *** 64,340 66,747 9/1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 *** 89,160 92,418 9/1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 *** 103,636 107,010 9/1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 *** 58,865 61,222 9/1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 *** 66,640 69,047 9/1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 *** 95,160 98,418 9/1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 *** 57,165 59,522 9/1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 *** 64,240 66,647 9/1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 *** 90,060 93,318 9/1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 *** 20,100 20,100
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 *** 26,700 26,700
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 *** 93,300 93,300
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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 *** 97,300 97,300
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 *** 101,000 101,000
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 ㎡ *** 131,103 131,171
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 ㎡ *** 120,090 120,149
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 ㎡ *** 66,103 66,171
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 ㎡ *** 82,803 82,871
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 ㎡ *** 72,390 72,449
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 ㎡ *** 55,690 55,749
TC1966 市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0㎡未満 ㎡ *** 12,400 12,400
TC1967 市場単価 案内標識板設置〈手間のみ〉 1枚あたり 2.0㎡以上 ㎡ *** 5,600 5,600
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 *** 3,210 3,210
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 *** 8,714 8,723
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 *** 11,332 11,353
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 *** 13,200 13,200
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 *** 90,656 98,203 9/1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 *** 76,556 84,103 9/1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 *** 67,556 75,103 9/1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 *** 13,100 13,100
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 *** 24,200 24,200
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 *** 10,500 10,500
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 *** 13,900 13,900
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 *** 46,500 46,500
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 *** 49,700 49,700
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 *** 51,800 51,800
TC1985 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 警戒・規制・指示・路線番号標識 基 *** 1,610 1,610
TC1986 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 ２㎡／枚未満 ㎡ *** 4,710 4,710
TC1987 市場単価 標識板撤去〈手間のみ〉 2㎡／枚以上 ㎡ *** 3,480 3,480
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 *** 4,690 4,690
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 *** 4,690 4,690
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 *** 13,500 13,500
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 *** 52,300 52,300
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 ㎏ *** 601 605
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
TC2001 市場単価 道路標識設置工【加算額】 取付金具の材料価格 段 *** 3,065 3,075
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
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
TC2050 市場単価 高視認性区画線工〈材工共〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 施工規模100m未満 式 *** 56,085 56,476 6/1新設
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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 *** 59,500 59,500
TC8071 市場単価 鉄筋工〈手間のみ〉 上部工製作 クレーン抜き t *** 61,500 61,500
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 *** 4,639 4,665
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 *** 5,166 5,210
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 *** 16,050 16,350
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 *** 3,200 3,200
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 *** 3,900 3,900
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 *** 2,800 2,800
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 *** 2,800 2,800
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 *** 4,200 4,200
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 *** 3,200 3,200
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 *** 3,200 3,200
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 *** 3,000 3,000
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 *** 2,000 2,000
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 *** 2,000 2,000
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 *** 3,100 3,100
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 *** 2,300 2,300
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 *** 29,700 29,700 9/1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 *** 29,700 29,700 9/1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 *** 31,300 31,300 9/1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 *** 31,300 31,300 9/1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 *** 45,600 45,600 9/1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 *** 45,600 45,600 9/1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 *** 89,600 89,600 9/1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 *** 89,600 89,600 9/1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 *** 8,120 8,200 9/1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 *** 8,120 8,200 9/1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 *** 8,944 9,040 9/1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 *** 8,944 9,040 9/1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 *** 14,040 14,200 9/1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 *** 14,040 14,200 9/1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 *** 22,778 23,030 9/1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 *** 22,778 23,030 9/1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 *** 30,198 30,530 9/1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 *** 30,198 30,530 9/1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 *** 34,196 34,660 9/1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 *** 34,196 34,660 9/1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 *** 5,000 5,000 9/1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 *** 5,000 5,000 9/1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 *** 5,100 5,100 9/1単価改定
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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 *** 5,100 5,100 9/1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 *** 7,700 7,700 9/1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 *** 7,700 7,700 9/1単価改定
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 *** 10,200 10,200 9/1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 *** 10,200 10,200 9/1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 *** 15,000 15,000 9/1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 *** 15,000 15,000 9/1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 *** 20,300 20,300 9/1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 *** 20,300 20,300 9/1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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
TC8200 市場単価 電気防食工〈材工共〉 取付金具製作 ２個当り 組 *** 984 1,006
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 *** 1,450 1,450
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 *** 16,500 16,500
TC8204 市場単価 電位測定装置取付〈手間のみ〉 端子板 個 *** 20,500 20,500
TC8210 市場単価 上蓋使用料 （ケーソン据付用） ㎡ *** 670 720
TC8211 市場単価 上蓋取付取外〈手間のみ〉 函 *** 84,000 84,000
TC8220 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設 錆止＋下塗＋上塗(2回) ㎡ *** 2,054 2,056 6/1名称改定
TC8221 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 錆止めのみ ㎡ *** 431 432
TC8222 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 新設又は塗替 下塗＋上塗(2回) ㎡ *** 1,652 1,654 6/1名称改定
TC8223 市場単価 係船柱塗装〈材工共〉 塗替 再錆止＋下塗＋上塗(2回) ㎡ *** 5,254 5,256 6/1名称改定
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 ㎡ *** 2,152 2,154
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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 ㎡ *** 3,054 3,056
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 ㎡ *** 2,553 2,555
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 ㎡ *** 2,002 2,004
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 ㎡ *** 2,904 2,906
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 ㎡ *** 2,504 2,506
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 *** 1,300 1,300
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 *** 650 650
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 *** 500 500
TC8250 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 陸上施工 ｍ *** 5,800 5,800
TC8251 市場単価 防砂目地板取付〈手間のみ〉 水中施工 ｍ *** 14,600 14,600
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 ㎡ *** 900 900
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 ㎡ *** 1,300 1,300
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 ㎡ *** 1,750 1,750
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 *** 10,108 10,114 9/1単価改定
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 *** 16,514 16,524 9/1単価改定
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 *** 25,723 25,739 9/1単価改定
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 *** 24,415 24,425 9/1単価改定
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 *** 37,131 37,151 9/1単価改定
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 *** 2,403 2,405 9/1単価改定
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 *** 5,306 5,310 9/1単価改定
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 *** 10,111 10,119 9/1単価改定
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 *** 12,808 12,814 9/1単価改定
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 *** 21,114 21,124 9/1単価改定
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 *** 32,223 32,239 9/1単価改定
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 *** 30,515 30,525 9/1単価改定
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 *** 45,831 45,851 9/1単価改定
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 *** 3,153 3,155 9/1単価改定
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 *** 7,106 7,110 9/1単価改定
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 *** 13,111 13,119 9/1単価改定
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 *** 1,157 1,161 9/1単価改定
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 *** 5,918 5,930 9/1単価改定
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 *** 9,535 9,558 9/1単価改定
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 *** 13,144 13,173 9/1単価改定
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 *** 9,285 9,308 9/1単価改定
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 *** 1,457 1,461 9/1単価改定
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 *** 7,468 7,480 9/1単価改定
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 *** 11,635 11,658 9/1単価改定
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 *** 16,944 16,973 9/1単価改定
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 *** 11,435 11,458 9/1単価改定
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 *** 11,802 11,804 9/1単価改定
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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 *** 21,605 21,609 9/1単価改定
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 *** 39,508 39,514 9/1単価改定
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 *** 63,115 63,125 9/1単価改定
TC8330 市場単価 水中スタッド溶接〈手間のみ〉 下地処理 箇所 *** 490 490 9/1単価改定
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 *** 1,050 1,050 9/1単価改定
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 *** 1,916 1,927 9/1単価改定
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 *** 2,175 2,192 9/1単価改定
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 *** 2,535 2,559 9/1単価改定
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 *** 2,466 2,477 9/1単価改定
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 *** 2,775 2,792 9/1単価改定
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 *** 3,285 3,309 9/1単価改定
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 *** 956 967 9/1単価改定
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 *** 1,225 1,242 9/1単価改定
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 *** 1,485 1,509 9/1単価改定
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 *** 1,116 1,127 9/1単価改定
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 *** 1,525 1,542 9/1単価改定
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 *** 1,885 1,909 9/1単価改定
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 *** 15,043 15,072 9/1単価改定
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 *** 19,679 19,732 9/1単価改定
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 *** 25,115 25,192 9/1単価改定
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
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
TC8364 市場単価 汚濁防止膜移設〈手間のみ〉 ｍ *** 4,000 4,000
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 *** 850,000 850,000 9/1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 *** 960,000 960,000 9/1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 *** 1,000,000 1,000,000 9/1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 *** 740,000 740,000 9/1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 *** 790,000 790,000 9/1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 *** 810,000 810,000 9/1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 *** 66,500 66,500
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 *** 61,000 61,000
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 *** 55,000 55,000
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
TC8401 市場単価 ｺﾞﾑ系ﾏｯﾄ(再生)設置〈材工共〉 ㎡ *** 10,218 10,363
TC8410 市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 瀝青系 ｔ＝10㎜ ㎡ *** 2,024 2,040
TC8412 市場単価 伸縮目地工〈材工共〉 発砲樹脂体系 ｔ＝10㎜ ㎡ *** 2,107 2,112
TC8420 市場単価 かき落とし工〈手間のみ〉 ㎡ *** 6,100 6,100 9/1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
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
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 ㎡ *** 2,800 2,800
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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 *** 6,150 6,150
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 ㎡ *** 13,900 13,900
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 ㎡ *** 14,600 14,600
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 *** 8,706 8,710
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 *** 8,406 8,410
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 *** 10,300 10,300 9/1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 *** 12,600 12,600 9/1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 *** 23,800 23,800 9/1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 *** 47,300 47,300 9/1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 *** 16,100 16,100 9/1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 *** 12,000 12,000 9/1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 *** 14,800 14,800 9/1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 *** 27,700 27,700 9/1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 *** 54,800 54,800 9/1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 *** 18,700 18,700 9/1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 *** 14,700 14,700 9/1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 *** 18,500 18,500 9/1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 *** 35,300 35,300 9/1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 *** 72,100 72,100 9/1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 *** 23,900 23,900 9/1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 *** 27,300 27,300 9/1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 *** 34,100 34,100 9/1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 *** 40,800 40,800 9/1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 *** 65,100 65,100 6/1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 *** 71,600 71,600 6/1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 *** 31,700 31,700 6/1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 *** 38,900 38,900 6/1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 *** 46,700 46,700 9/1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 *** 73,800 73,800 6/1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 *** 82,100 82,100 6/1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 *** 33,300 33,300 6/1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 *** 41,700 41,700 9/1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 *** 22,500 22,500 6/1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 *** 32,700 32,700 9/1単価改定
TC9043 市場単価 トリプルサンプリング 砂質土 本 *** 33,700 33,700 6/1単価改定
TC9049 市場単価 簡易貫入試験（地質調査） 礫混じり土 諸経費を含まない市場単価 ｍ *** 5,770 5,770
TC9050 市場単価 簡易貫入試験（地質調査） 粘性土 諸経費を含まない市場単価 ｍ *** 2,880 2,880
TC9051 市場単価 標準貫入試験 粘性土・シルト 回 *** 5,990 5,990 9/1単価改定
TC9052 市場単価 標準貫入試験 砂・砂質土 回 *** 7,920 7,920 9/1単価改定
TC9053 市場単価 標準貫入試験 礫混じり土砂 回 *** 11,600 11,600 6/1単価改定
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TC9054 市場単価 標準貫入試験 玉石混じり土砂 回 *** 13,600 13,600 6/1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 *** 9,930 9,930 6/1単価改定
TC9056 市場単価 標準貫入試験 軟岩 回 *** 13,600 13,600 6/1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 *** 54,900 54,900 9/1単価改定
TC9058 市場単価 孔内水平載荷試験 中圧載荷（2.5MN～10MN/m2以下）GL-50m以内 回 *** 65,500 65,500 9/1単価改定
TC9059 市場単価 孔内水平載荷試験 高圧載荷（10MN～20MN/m2以下）GL-50m以内 回 *** 95,000 95,000 6/1単価改定
TC9060 市場単価 現場透水試験 オーガー法 GL-10m以内 回 *** 54,500 54,500 6/1単価改定
TC9061 市場単価 現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内 回 *** 68,600 68,600 9/1単価改定
TC9062 市場単価 現場透水試験 一重管式 GL-20m以内 回 *** 123,000 123,000 6/1単価改定
TC9063 市場単価 現場透水試験 二重管式 GL-20m以内 回 *** 136,000 136,000 6/1単価改定
TC9064 市場単価 現場透水試験 揚水法 GL-20m以内 回 *** 107,000 107,000 6/1単価改定
TC9065 市場単価 スウェーデン式サウンディング GL-10m以内 Ｎ値4以内 ｍ *** 4,560 4,560 6/1単価改定
TC9066 市場単価 オランダ式貫入試験 20kN GL-30m以内 ｍ *** 8,900 8,900 6/1単価改定
TC9067 市場単価 オランダ式貫入試験 100kN GL-30m以内 ｍ *** 13,900 13,900 6/1単価改定
TC9068 市場単価 ポータブルコーン貫入試験 単管式 GL-5m以内 ｍ *** 2,490 2,490 6/1単価改定
TC9069 市場単価 ポータブルコーン貫入試験 二重管式 GL-5m以内 ｍ *** 4,950 4,950 6/1単価改定
TC9070 市場単価 P・S検層(耐震設計の基礎資料) 諸経費を含まない市場単価 ｍ 2,570 2,570 2,570
TC9081 市場単価 人肩運搬 50m以下 総運搬距離 t *** 36,900 36,900 9/1単価改定
TC9082 市場単価 人肩運搬 50m超～100m以下 総運搬距離 t *** 74,900 74,900 9/1単価改定
TC9083 市場単価 特装車運搬（クローラ） 100m以下 総運搬距離 t *** 16,100 16,100
TC9084 市場単価 特装車運搬（クローラ） 100m超～500m以下 総運搬距離 t *** 33,000 33,000
TC9085 市場単価 特装車運搬（クローラ） 500m超～1000m以下 総運搬距離 t *** 55,300 55,300
TC9086 市場単価 モノレール運搬 100m以下 設置距離 t *** 19,100 19,100
TC9087 市場単価 モノレール運搬 100m超～500m以下 設置距離 t *** 29,500 29,500
TC9088 市場単価 モノレール運搬 500m超～1000m以下 設置距離 t *** 49,200 49,200
TC9089 市場単価 索道運搬 100m以下 設置距離 t *** 17,100 17,100
TC9090 市場単価 索道運搬 100m超～500m以下 設置距離 t *** 22,800 22,800
TC9091 市場単価 索道運搬 500m超～1000m以下 設置距離 t *** 31,500 31,500
TC9092 市場単価 モノレール架設・撤去 100m以下 箇所 *** 326,000 326,000
TC9093 市場単価 モノレール架設・撤去 100m超～500m以下 箇所 *** 1,120,000 1,120,000
TC9094 市場単価 モノレール架設・撤去 500m超～1000m以下 箇所 *** 2,180,000 2,180,000
TC9095 市場単価 索道架設・撤去 100m以下 吊下げ荷重1ｔ 箇所 *** 392,000 392,000
TC9096 市場単価 索道架設・撤去 100m超～500m以下 吊下げ荷重1ｔ 箇所 *** 1,250,000 1,250,000
TC9097 市場単価 索道架設・撤去 500m超～1000m以下 吊下げ荷重1ｔ 箇所 *** 2,360,000 2,360,000
TC9098 モノレール機械器具損料 100m以下 日 1,300 1,300 1,300
TC9099 モノレール機械器具損料 100m超～500m以下 日 2,000 2,000 2,000
TC9100 モノレール機械器具損料 500m超～1000m以下 日 2,830 2,830 2,830
TC9101 索道機械器具損料 100m以下 日 4,240 4,240 4,240
TC9102 索道機械器具損料 100m超～500m以下 日 5,720 5,720 5,720
TC9103 索道機械器具損料 500m超～1000m以下 日 6,710 6,710 6,710
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TC9111 市場単価 足場仮設 平坦足場 箇所 *** 52,500 52,500
TC9112 市場単価 足場仮設 湿地足場 箇所 *** 103,000 103,000
TC9113 市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 15～30° 箇所 *** 130,000 130,000
TC9114 市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 30～45° 箇所 *** 156,000 156,000
TC9115 市場単価 足場仮設 傾斜地足場 地形傾斜 45～60° 箇所 *** 200,000 200,000
TC9116 市場単価 足場仮設 水上足場 水深1m以下 箇所 *** 299,000 299,000
TC9117 市場単価 足場仮設 水上足場 水深3m以下 箇所 *** 380,000 380,000
TC9118 市場単価 足場仮設 水上足場 水深5m以下 箇所 *** 482,000 482,000
TC9119 市場単価 足場仮設 水上足場 水深10m以下 箇所 *** 618,000 618,000
TC9121 市場単価 間接調査費 準備及び跡片付け 業務 *** 216,000 216,000
TC9122 市場単価 間接調査費 搬入路伐採等 ｍ *** 330 330
TC9123 市場単価 間接調査費 環境保全 仮囲い 箇所 *** 43,600 43,600
TC9124 市場単価 間接調査費 調査孔閉塞 箇所 *** 5,560 5,560
TC9125 市場単価 間接調査費 給水費(ﾎﾟﾝﾌﾟ運転) 20m以上150m以下 箇所 *** 18,200 18,200
TC9131 既存資料の収集・現地調査 直接人件費(解析等調査業務費分) 業務 81,300 81,300 81,300
TC9132 資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分) 業務 64,600 64,600 64,600
TC9133 資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費分) 業務 78,800 78,800 78,800
TC9134 断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費分) 業務 60,500 60,500 60,500
TC9135 断面図等の作成 直接人件費(直接調査費分) 業務 78,800 78,800 78,800
TC9136 総合解析とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費分) 業務 343,000 343,000 343,000
TC9201 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 粘性土・シルト ｍ *** 11,300 11,300 9/1単価改定
TC9202 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 砂・砂質土 ｍ *** 13,800 13,800 9/1単価改定
TC9203 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 礫混じり土砂 ｍ *** 26,800 26,800 9/1単価改定
TC9204 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 玉石混じり土砂 ｍ *** 54,300 54,300 9/1単価改定
TC9205 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 固結ｼﾙﾄ・固結粘土 ｍ *** 17,700 17,700 9/1単価改定
TC9211 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 粘性土・シルト ｍ *** 13,200 13,200 9/1単価改定
TC9212 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 砂・砂質土 ｍ *** 16,300 16,300 9/1単価改定
TC9213 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 礫混じり土砂 ｍ *** 31,100 31,100 9/1単価改定
TC9214 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 玉石混じり土砂 ｍ *** 63,000 63,000 9/1単価改定
TC9215 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 固結ｼﾙﾄ・固結粘土 ｍ *** 20,500 20,500 9/1単価改定
TC9216 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 粘性土・シルト ｍ *** 16,200 16,200 9/1単価改定
TC9217 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 砂・砂質土 ｍ *** 20,300 20,300 9/1単価改定
TC9218 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 礫混じり土砂 ｍ *** 39,700 39,700 9/1単価改定
TC9219 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 玉石混じり土砂 ｍ *** 83,000 83,000 9/1単価改定
TC9220 市場単価 土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ｵｰﾙｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ116mm 固結ｼﾙﾄ・固結粘土 ｍ *** 26,200 26,200 9/1単価改定
TC9261 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 軟岩 ｍ 24,570 24,570 24,570 9/1単価改定
TC9262 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 中硬岩 ｍ 30,690 30,690 30,690 9/1単価改定
TC9263 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 硬岩 ｍ 36,720 36,720 36,720 9/1単価改定
TC9264 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 極硬岩 ｍ 58,590 58,590 58,590 6/1単価改定
TC9265 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ66mm 破砕帯 ｍ 64,440 64,440 64,440 6/1単価改定
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TC9266 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 軟岩 ｍ 28,530 28,530 28,530 6/1単価改定
TC9267 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 中硬岩 ｍ 35,010 35,010 35,010 6/1単価改定
TC9268 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 硬岩 ｍ 42,030 42,030 42,030 9/1単価改定
TC9269 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 極硬岩 ｍ 66,420 66,420 66,420 6/1単価改定
TC9270 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ76mm 破砕帯 ｍ 73,890 73,890 73,890 6/1単価改定
TC9271 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 軟岩 ｍ 29,970 29,970 29,970 6/1単価改定
TC9272 市場単価 岩盤ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（深度50ｍ以下） ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ φ86mm 中硬岩 ｍ 37,530 37,530 37,530 9/1単価改定
TC8193 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 15,300 15,300 6/1新設
TC8194 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=250～500mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 23,700 23,700 6/1新設
TC8195 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=500～800mm未満 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 32,600 32,600 6/1新設
TC8196 市場単価 防舷材撤去〈手間のみ〉 H=800mm以上 ｸﾚｰﾝ抜き 基 *** 38,200 38,200 6/1新設
TC8197 市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 合成樹脂製、角形鋼管製 ｍ *** 1,700 1,700 6/1新設
TC8198 市場単価 車止撤去〈手間のみ〉 被覆鋼板製(中詰コンクリートタイプ) ｍ *** 2,500 2,500 6/1新設
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