
(A) (B) (C)
コード 名称・規格 単位 摘 要

TD1111 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15㎝ 時制無 ｍ *** 156 156 6/1単価改定
TD1112 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15㎝ 時制受 ｍ *** 164 164 6/1単価改定
TD1113 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15㎝ 時制著 ｍ *** 175 175 6/1単価改定
TD1114 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20㎝ 時制無 ｍ *** 169 169 9/1単価改定
TD1115 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20㎝ 時制受 ｍ *** 178 178 9/1単価改定
TD1116 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20㎝ 時制著 ｍ *** 190 190 9/1単価改定
TD1117 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30㎝ 時制無 ｍ *** 248 248 6/1単価改定
TD1118 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30㎝ 時制受 ｍ *** 262 262 6/1単価改定
TD1119 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30㎝ 時制著 ｍ *** 280 280 9/1単価改定
TD1120 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45㎝ 時制無 ｍ *** 282 282 9/1単価改定
TD1121 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45㎝ 時制受 ｍ *** 297 297 6/1単価改定
TD1122 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45㎝ 時制著 ｍ *** 317 317 6/1単価改定
TD1131 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15㎝ 時制無 ｍ *** 173 173 6/1単価改定
TD1132 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15㎝ 時制受 ｍ *** 182 182 6/1単価改定
TD1133 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15㎝ 時制著 ｍ *** 195 195 9/1単価改定
TD1134 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20㎝ 時制無 ｍ *** 189 189 6/1単価改定
TD1135 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20㎝ 時制受 ｍ *** 199 199 6/1単価改定
TD1136 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20㎝ 時制著 ｍ *** 213 213 6/1単価改定
TD1137 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30㎝ 時制無 ｍ *** 282 282 9/1単価改定
TD1138 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30㎝ 時制受 ｍ *** 297 297 6/1単価改定
TD1139 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30㎝ 時制著 ｍ *** 317 317 6/1単価改定
TD1140 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45㎝ 時制無 ｍ *** 310 310 6/1単価改定
TD1141 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45㎝ 時制受 ｍ *** 327 327 9/1単価改定
TD1142 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45㎝ 時制著 ｍ *** 349 349 6/1単価改定
TD1151 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝ 時制無 ｍ *** 183 183 6/1単価改定
TD1152 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝ 時制受 ｍ *** 193 193 6/1単価改定
TD1153 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝ 時制著 ｍ *** 206 206 6/1単価改定
TD1154 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20㎝ 時制無 ｍ *** 201 201 6/1単価改定
TD1155 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20㎝ 時制受 ｍ *** 212 212 6/1単価改定
TD1156 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20㎝ 時制著 ｍ *** 226 226 6/1単価改定
TD1157 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30㎝ 時制無 ｍ *** 296 296 6/1単価改定
TD1158 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30㎝ 時制受 ｍ *** 312 312 9/1単価改定
TD1159 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30㎝ 時制著 ｍ *** 333 333 6/1単価改定
TD1160 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45㎝ 時制無 ｍ *** 344 344 6/1単価改定
TD1161 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45㎝ 時制受 ｍ *** 363 363 9/1単価改定
TD1162 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45㎝ 時制著 ｍ *** 388 388 9/1単価改定
TD1171 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制無 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15㎝換算 ｍ *** 390 390 9/1単価改定
TD1172 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制受 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15㎝換算 ｍ *** 410 410 6/1単価改定
TD1173 標準単価 区画線工〈手間のみ〉時制著 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15㎝換算 ｍ *** 438 438 6/1単価改定
TD1181 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15㎝ 時制無 ｍ *** 66 66 6/1単価改定

標準単価

遠離島本土地区 近離島

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける
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(A) (B) (C)
コード 名称・規格 単位 摘 要

標準単価

遠離島本土地区 近離島

TD1182 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15㎝ 時制受 ｍ *** 69 69 6/1単価改定
TD1183 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15㎝ 時制著 ｍ *** 73 73 6/1単価改定
TD1184 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15㎝ 時制無 ｍ *** 80 80 6/1単価改定
TD1185 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15㎝ 時制受 ｍ *** 83 83 6/1単価改定
TD1186 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15㎝ 時制著 ｍ *** 87 87 6/1単価改定
TD1187 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30㎝ 時制無 ｍ *** 100 100 6/1単価改定
TD1188 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30㎝ 時制受 ｍ *** 104 104 6/1単価改定
TD1189 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30㎝ 時制著 ｍ *** 109 109 6/1単価改定
TD1191 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15㎝換算 時制無 ｍ *** 439 439 6/1単価改定
TD1192 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15㎝換算 時制受 ｍ *** 464 464 6/1単価改定
TD1193 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15㎝換算 時制著 ｍ *** 497 497 6/1単価改定
TD1194 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15㎝換算 時制無 ｍ *** 774 774 6/1単価改定
TD1195 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15㎝換算 時制受 ｍ *** 788 788 6/1単価改定
TD1196 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 溶融式 15㎝換算 時制著 ｍ *** 807 807 6/1単価改定
TD1197 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15㎝換算 時制無 ｍ *** 663 663 6/1単価改定
TD1198 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15㎝換算 時制受 ｍ *** 676 676 6/1単価改定
TD1199 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式 15㎝換算 時制著 ｍ *** 692 692 6/1単価改定
TD1211 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 225 225 6/1単価改定
TD1212 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 238 238 6/1単価改定
TD1213 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線15㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 255 255 9/1単価改定
TD1214 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 244 244 6/1単価改定
TD1215 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 257 257 6/1単価改定
TD1216 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線20㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 276 276 9/1単価改定
TD1217 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 360 360 6/1単価改定
TD1218 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 380 380 6/1単価改定
TD1219 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線30㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 407 407 6/1単価改定
TD1220 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 408 408 6/1単価改定
TD1221 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 431 431 6/1単価改定
TD1222 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 実線45㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 462 462 9/1単価改定
TD1231 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 250 250 6/1単価改定
TD1232 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 264 264 6/1単価改定
TD1233 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線15㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 283 283 6/1単価改定
TD1234 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 274 274 9/1単価改定
TD1235 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 289 289 6/1単価改定
TD1236 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線20㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 309 309 6/1単価改定
TD1237 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 408 408 6/1単価改定
TD1238 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 431 431 6/1単価改定
TD1239 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線30㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 462 462 9/1単価改定
TD1240 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 449 449 6/1単価改定
TD1241 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 474 474 6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける
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標準単価

遠離島本土地区 近離島

TD1242 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) 破線45㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 508 508 9/1単価改定
TD1251 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 265 265 6/1単価改定
TD1252 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 280 280 6/1単価改定
TD1253 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 300 300 6/1単価改定
TD1254 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 291 291 6/1単価改定
TD1255 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 307 307 6/1単価改定
TD1256 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ20㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 329 329 6/1単価改定
TD1257 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 429 429 9/1単価改定
TD1258 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 453 453 9/1単価改定
TD1259 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ30㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 485 485 9/1単価改定
TD1260 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 499 499 9/1単価改定
TD1261 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 527 527 9/1単価改定
TD1262 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 溶融式(手動) ｾﾞﾌﾞﾗ45㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 564 564 9/1単価改定
TD1271 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制無(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15㎝換算 ｍ *** 564 564 9/1単価改定
TD1272 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制受(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15㎝換算 ｍ *** 595 595 9/1単価改定
TD1273 標準単価区画線工〈手間のみ〉時制著(夜間) 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15㎝換算 ｍ *** 637 637 9/1単価改定
TD1281 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 89 89 6/1単価改定
TD1282 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 93 93 6/1単価改定
TD1283 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 実線15㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 99 99 6/1単価改定
TD1284 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 107 107 6/1単価改定
TD1285 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 112 112 6/1単価改定
TD1286 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線15㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 118 118 6/1単価改定
TD1287 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 134 134 6/1単価改定
TD1288 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 140 140 6/1単価改定
TD1289 標準単価 区画線工〈手間のみ〉 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 破線30㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 148 148 6/1単価改定
TD1291 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15㎝換算 時制無(夜間) ｍ *** 647 647 9/1単価改定
TD1292 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15㎝換算 時制受(夜間) ｍ *** 685 685 6/1単価改定
TD1293 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15㎝換算 時制著(夜間) ｍ *** 735 735 6/1単価改定
TD1294 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15㎝換算 時制無(夜間) ｍ *** 892 892 6/1単価改定
TD1295 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15㎝換算 時制受(夜間) ｍ *** 913 913 6/1単価改定
TD1296 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式溶融式15㎝換算 時制著(夜間) ｍ *** 941 941 6/1単価改定
TD1297 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15㎝換算 時制無(夜間) ｍ *** 765 765 6/1単価改定
TD1298 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15㎝換算 時制受(夜間) ｍ *** 783 783 6/1単価改定
TD1299 標準単価 区画線消去〈手間のみ〉 ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ式ﾍﾟｲﾝﾄ式15㎝換算 時制著(夜間) ｍ *** 807 807 6/1単価改定
TD1311 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15㎝ 時制無 ｍ *** 214 214 6/1単価改定
TD1312 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15㎝ 時制受 ｍ *** 225 225 6/1単価改定
TD1313 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15㎝ 時制著 ｍ *** 240 240 6/1単価改定
TD1314 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20㎝ 時制無 ｍ *** 247 247 6/1単価改定
TD1315 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20㎝ 時制受 ｍ *** 260 260 6/1単価改定
TD1316 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20㎝ 時制著 ｍ *** 277 277 6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける
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標準単価

遠離島本土地区 近離島

TD1317 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30㎝ 時制無 ｍ *** 322 322 9/1単価改定
TD1318 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30㎝ 時制受 ｍ *** 338 338 6/1単価改定
TD1319 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30㎝ 時制著 ｍ *** 360 360 6/1単価改定
TD1321 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15㎝ 時制無 ｍ *** 214 214 6/1単価改定
TD1322 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15㎝ 時制受 ｍ *** 225 225 6/1単価改定
TD1323 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15㎝ 時制著 ｍ *** 240 240 6/1単価改定
TD1324 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20㎝ 時制無 ｍ *** 247 247 6/1単価改定
TD1325 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20㎝ 時制受 ｍ *** 260 260 6/1単価改定
TD1326 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20㎝ 時制著 ｍ *** 277 277 6/1単価改定
TD1327 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30㎝ 時制無 ｍ *** 322 322 9/1単価改定
TD1328 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30㎝ 時制受 ｍ *** 338 338 6/1単価改定
TD1329 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30㎝ 時制著 ｍ *** 360 360 6/1単価改定
TD1330 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45㎝ 時制無 ｍ *** 380 380 9/1単価改定
TD1331 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45㎝ 時制受 ｍ *** 399 399 6/1単価改定
TD1332 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45㎝ 時制著 ｍ *** 426 426 9/1単価改定
TD1341 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝ 時制無 ｍ *** 247 247 6/1単価改定
TD1342 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝ 時制受 ｍ *** 260 260 6/1単価改定
TD1343 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝ 時制著 ｍ *** 277 277 6/1単価改定
TD1344 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20㎝ 時制無 ｍ *** 292 292 6/1単価改定
TD1345 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20㎝ 時制受 ｍ *** 308 308 9/1単価改定
TD1346 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20㎝ 時制著 ｍ *** 328 328 9/1単価改定
TD1347 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30㎝ 時制無 ｍ *** 402 402 6/1単価改定
TD1348 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30㎝ 時制受 ｍ *** 423 423 9/1単価改定
TD1349 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30㎝ 時制著 ｍ *** 451 451 9/1単価改定
TD1350 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45㎝ 時制無 ｍ *** 460 460 9/1単価改定
TD1351 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45㎝ 時制受 ｍ *** 483 483 6/1単価改定
TD1352 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45㎝ 時制著 ｍ *** 515 515 9/1単価改定
TD1361 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15㎝換算 時制無 ｍ *** 439 439 6/1単価改定
TD1362 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15㎝換算 時制受 ｍ *** 464 464 6/1単価改定
TD1363 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15㎝換算 時制著 ｍ *** 497 497 6/1単価改定
TD1411 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 307 307 9/1単価改定
TD1412 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 323 323 6/1単価改定
TD1413 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 346 346 9/1単価改定
TD1414 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 354 354 6/1単価改定
TD1415 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 373 373 6/1単価改定
TD1416 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 399 399 6/1単価改定
TD1417 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 460 460 6/1単価改定
TD1418 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 485 485 6/1単価改定
TD1419 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 518 518 6/1単価改定
TD1421 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 307 307 9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける
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TD1422 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 323 323 6/1単価改定
TD1423 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線15㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 346 346 9/1単価改定
TD1424 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 354 354 6/1単価改定
TD1425 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 373 373 6/1単価改定
TD1426 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線20㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 399 399 6/1単価改定
TD1427 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 460 460 6/1単価改定
TD1428 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 485 485 6/1単価改定
TD1429 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線30㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 518 518 6/1単価改定
TD1430 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 543 543 6/1単価改定
TD1431 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 573 573 9/1単価改定
TD1432 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線45㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 612 612 6/1単価改定
TD1441 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 354 354 6/1単価改定
TD1442 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 373 373 6/1単価改定
TD1443 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ15㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 399 399 6/1単価改定
TD1444 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 418 418 6/1単価改定
TD1445 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 441 441 6/1単価改定
TD1446 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ20㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 471 471 6/1単価改定
TD1447 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 575 575 6/1単価改定
TD1448 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 607 607 9/1単価改定
TD1449 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ30㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 648 648 6/1単価改定
TD1450 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45㎝ 時制無(夜間) ｍ *** 658 658 9/1単価改定
TD1451 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45㎝ 時制受(夜間) ｍ *** 693 693 6/1単価改定
TD1452 標準単価 高視認性区画線工〈手間のみ〉 非ﾘﾌﾞ式(溶融式) ｾﾞﾌﾞﾗ45㎝ 時制著(夜間) ｍ *** 741 741 9/1単価改定
TD1461 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15㎝換算 時制無(夜間) ｍ *** 647 647 9/1単価改定
TD1462 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15㎝換算 時制受(夜間) ｍ *** 685 685 6/1単価改定
TD1463 標準単価 高視認性区画線消去〈手間のみ〉 削り取り式 15㎝換算 時制著(夜間) ｍ *** 735 735 6/1単価改定
TD4001 標準単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制無 ｍ *** 3,260 3,260 6/1単価改定
TD4002 標準単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制受 ｍ *** 3,460 3,460 6/1単価改定
TD4003 標準単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉L=600 60kg/個以下 時制著 ｍ *** 3,720 3,720 6/1単価改定
TD4004 標準単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制無 ｍ *** 4,970 4,970 6/1単価改定
TD4005 標準単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制受 ｍ *** 5,200 5,200 6/1単価改定
TD4006 標準単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉L=600 60を超え300kg/個以下 時制著 ｍ *** 5,500 5,500 6/1単価改定
TD4011 標準単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制無 ｍ *** 3,140 3,140 6/1単価改定
TD4012 標準単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制受 ｍ *** 3,280 3,280 6/1単価改定
TD4013 標準単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000kg/個以下 時制著 ｍ *** 3,480 3,480 6/1単価改定
TD4014 標準単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制無 ｍ *** 4,960 4,960 6/1単価改定
TD4015 標準単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制受 ｍ *** 5,170 5,170 6/1単価改定
TD4016 標準単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉L=2000 1000を超え2000kg/個以下 時制著 ｍ *** 5,460 5,460 6/1単価改定
TD4017 標準単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制無 ｍ *** 6,580 6,580 6/1単価改定
TD4018 標準単価 Ｕ型側溝〈手間のみ〉L=2000 2000を超え2900kg/個以下 時制受 ｍ *** 6,860 6,860 6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける
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(A) (B) (C)
コード 名称・規格 単位 摘 要

標準単価

遠離島本土地区 近離島

TD4071 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 *** 430 430 6/1単価改定
TD4072 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 *** 456 456 6/1単価改定
TD4073 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 *** 490 490 6/1単価改定
TD4074 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制無(夜間) 枚 *** 1,020 1,020 6/1単価改定
TD4075 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制受(夜間) 枚 *** 1,060 1,060 6/1単価改定
TD4076 標準単価 蓋版〈手間のみ〉 ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 40を超え170kg/枚以下 時制著(夜間) 枚 *** 1,120 1,120 6/1単価改定
TD4101 標準単価 ブロック積工<手間のみ> 時制無 ㎡ *** 11,400 11,400 9/1単価改定
TD4102 標準単価 ブロック積工<手間のみ> 時制受 ㎡ *** 12,000 12,000 9/1単価改定
TD4103 標準単価 ブロック積工<手間のみ> 時制著 ㎡ *** 12,700 12,700 9/1単価改定
TD4111 標準単価 ブロック積工<手間のみ> 時制無(夜間) ㎡ *** 16,100 16,100 9/1単価改定
TD4112 標準単価 ブロック積工<手間のみ> 時制受(夜間) ㎡ *** 17,000 17,000 9/1単価改定
TD4113 標準単価 ブロック積工<手間のみ> 時制著(夜間) ㎡ *** 18,100 18,100 9/1単価改定
TD5001 標準単価 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 時制無 ㎡ *** 3,990 3,990 6/1単価改定
TD5002 標準単価 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 時制受 ㎡ *** 4,230 4,230 6/1単価改定
TD5003 標準単価 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 時制著 ㎡ *** 4,550 4,550 6/1単価改定
TD5004 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無 ㎡ *** 7,250 7,410 9/1単価改定
TD5005 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受 ㎡ *** 7,520 7,680 9/1単価改定
TD5006 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著 ㎡ *** 7,880 8,040 9/1単価改定
TD5007 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 ㎡ *** 3,100 3,100 6/1単価改定
TD5008 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 ㎡ *** 3,260 3,260 6/1単価改定
TD5009 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 ㎡ *** 3,470 3,470 9/1単価改定
TD5011 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無 ㎡ *** 605 605 6/1単価改定
TD5012 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受 ㎡ *** 635 635 6/1単価改定
TD5013 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著 ㎡ *** 674 674 6/1単価改定
TD5021 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無 ㎡ *** 2,586 2,590 6/1単価改定
TD5022 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受 ㎡ *** 2,676 2,680 6/1単価改定
TD5023 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著 ㎡ *** 2,786 2,790 6/1単価改定
TD5024 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無 ㎡ *** 1,543 1,545 6/1単価改定
TD5025 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受 ㎡ *** 1,603 1,605 6/1単価改定
TD5026 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制著 ㎡ *** 1,693 1,695 6/1単価改定
TD5027 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制無 ㎡ *** 1,724 1,726 6/1単価改定
TD5028 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制受 ㎡ *** 1,794 1,796 6/1単価改定
TD5029 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2回/層 時制著 ㎡ *** 1,884 1,886 6/1単価改定
TD5030 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制無 ㎡ *** 1,462 1,464 6/1単価改定
TD5031 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制受 ㎡ *** 1,522 1,524 6/1単価改定
TD5032 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 2層 時制著 ㎡ *** 1,602 1,604 6/1単価改定
TD5033 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制無 ㎡ *** 1,803 1,804 6/1単価改定
TD5034 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制受 ㎡ *** 1,893 1,894 6/1単価改定
TD5035 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 鉛・ｸﾛﾑ錆止3層 時制著 ㎡ *** 2,023 2,024 6/1単価改定
TD5036 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 変性ｴﾎﾟｷｼ 1層 時制無 ㎡ *** 731 732 6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける
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TD5089 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著 ㎡ *** 1,281 1,281 6/1単価改定
TD5091 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無 ㎡ *** 137 137 6/1単価改定
TD5092 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受 ㎡ *** 145 145 6/1単価改定
TD5093 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著 ㎡ *** 156 156 6/1単価改定
TD5101 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無 ㎡ *** 6,070 6,230 9/1単価改定
TD5102 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受 ㎡ *** 6,270 6,430 9/1単価改定
TD5103 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著 ㎡ *** 6,540 6,700 9/1単価改定
TD5104 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無 ㎡ *** 2,600 2,600 6/1単価改定
TD5105 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受 ㎡ *** 2,750 2,750 6/1単価改定
TD5106 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著 ㎡ *** 2,960 2,960 6/1単価改定
TD5107 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無 ㎡ *** 1,830 1,830 6/1単価改定
TD5108 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受 ㎡ *** 1,930 1,930 6/1単価改定
TD5109 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著 ㎡ *** 2,080 2,080 6/1単価改定
TD5110 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無 ㎡ *** 1,040 1,040 6/1単価改定
TD5111 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受 ㎡ *** 1,100 1,100 6/1単価改定
TD5112 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著 ㎡ *** 1,180 1,180 6/1単価改定
TD5113 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無 ㎡ *** 711 711 6/1単価改定
TD5114 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受 ㎡ *** 753 753 6/1単価改定
TD5115 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著 ㎡ *** 810 810 6/1単価改定
TD5116 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無 ㎡ *** 473 473 6/1単価改定
TD5117 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受 ㎡ *** 501 501 6/1単価改定
TD5118 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著 ㎡ *** 539 539 6/1単価改定
TD5119 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制無 ㎡ *** 3,100 3,100 6/1単価改定
TD5120 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制受 ㎡ *** 3,260 3,260 6/1単価改定
TD5121 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 研削材等の回収・積込工 時制著 ㎡ *** 3,470 3,470 9/1単価改定
TD5131 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制無 ㎡ *** 732 733 6/1単価改定
TD5132 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制受 ㎡ *** 764 765 6/1単価改定
TD5133 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 1層 時制著 ㎡ *** 806 807 6/1単価改定
TD5134 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 ㎡ *** 1,462 1,464 6/1単価改定
TD5135 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 ㎡ *** 1,522 1,524 6/1単価改定
TD5136 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 ㎡ *** 1,612 1,614 6/1単価改定
TD5137 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制無 ㎡ *** 1,203 1,205 6/1単価改定
TD5138 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制受 ㎡ *** 1,243 1,245 6/1単価改定
TD5139 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ ｽﾌﾟﾚｰ 2層 時制著 ㎡ *** 1,303 1,305 6/1単価改定
TD5140 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制無 ㎡ *** 1,202 1,203 6/1単価改定
TD5141 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制受 ㎡ *** 1,262 1,263 6/1単価改定
TD5142 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ錆止 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 2層 時制著 ㎡ *** 1,342 1,343 6/1単価改定
TD5143 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制無 ㎡ *** 774 775 6/1単価改定
TD5144 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制受 ㎡ *** 806 807 6/1単価改定
TD5145 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰⅠ 時制著 ㎡ *** 848 849 6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける
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(A) (B) (C)
コード 名称・規格 単位 摘 要

標準単価

遠離島本土地区 近離島

TD5195 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 ㎡ *** 622 622 6/1単価改定
TD5196 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 ㎡ *** 665 665 6/1単価改定
TD5197 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 ㎡ *** 615 615 6/1単価改定
TD5198 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 ㎡ *** 647 647 6/1単価改定
TD5199 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 ㎡ *** 689 689 6/1単価改定
TD5201 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無 ㎡ *** 1,541 1,541 6/1単価改定
TD5202 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受 ㎡ *** 1,571 1,571 6/1単価改定
TD5203 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著 ㎡ *** 1,611 1,611 6/1単価改定
TD5204 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無 ㎡ *** 1,511 1,512 6/1単価改定
TD5205 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受 ㎡ *** 1,541 1,542 6/1単価改定
TD5206 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著 ㎡ *** 1,571 1,572 6/1単価改定
TD5207 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無 ㎡ *** 1,021 1,021 6/1単価改定
TD5208 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受 ㎡ *** 1,051 1,051 6/1単価改定
TD5209 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著 ㎡ *** 1,091 1,091 6/1単価改定
TD5210 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無 ㎡ *** 933 934 6/1単価改定
TD5211 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受 ㎡ *** 954 955 6/1単価改定
TD5212 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著 ㎡ *** 983 984 6/1単価改定
TD5213 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無 ㎡ *** 1,231 1,231 6/1単価改定
TD5214 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受 ㎡ *** 1,261 1,261 6/1単価改定
TD5215 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著 ㎡ *** 1,311 1,311 6/1単価改定
TD5216 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無 ㎡ *** 1,171 1,172 6/1単価改定
TD5217 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受 ㎡ *** 1,191 1,192 6/1単価改定
TD5218 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著 ㎡ *** 1,221 1,222 6/1単価改定
TD5301 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 時制無(夜間) ㎡ *** 5,990 5,990 6/1単価改定
TD5302 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 時制受(夜間) ㎡ *** 6,350 6,350 6/1単価改定
TD5303 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 時制著(夜間) ㎡ *** 6,820 6,820 6/1単価改定
TD5304 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制無(夜間) ㎡ *** 9,490 9,650 9/1単価改定
TD5305 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制受(夜間) ㎡ *** 9,890 10,050 9/1単価改定
TD5306 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 継手部素地調整 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 時制著(夜間) ㎡ *** 10,340 10,500 9/1単価改定
TD5307 橋梁塗装工新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制無 ㎡ *** 4,450 4,450 6/1単価改定
TD5308 橋梁塗装工新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制受 ㎡ *** 4,690 4,690 6/1単価改定
TD5309 橋梁塗装工新橋･新橋継手部共通 材工共夜間 継手部素地調整 研削材等の回収積込 時制著 ㎡ *** 5,020 5,020 6/1単価改定
TD5311 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制無(夜間) ㎡ *** 851 851 6/1単価改定
TD5312 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制受(夜間) ㎡ *** 895 895 6/1単価改定
TD5313 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>ﾐｽﾄｺｰﾄ(変性ｴﾎﾟｷｼ) 時制著(夜間) ㎡ *** 954 954 6/1単価改定
TD5321 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制無(夜間) ㎡ *** 3,276 3,280 6/1単価改定
TD5322 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制受(夜間) ㎡ *** 3,406 3,410 6/1単価改定
TD5323 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共> 下塗 超厚膜形ｴﾎﾟｷｼ 2回/層 時制著(夜間) ㎡ *** 3,566 3,570 6/1単価改定
TD5324 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制無(夜間) ㎡ *** 2,073 2,075 6/1単価改定
TD5325 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>下塗 有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ2層 時制受(夜間) ㎡ *** 2,173 2,175 6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準Ⅰ-11



(A) (B) (C)
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標準単価

遠離島本土地区 近離島

TD5377 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 880 880 6/1単価改定
TD5378 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 927 927 6/1単価改定
TD5379 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 材工共 上塗 長油性ﾌﾀﾙ酸濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 991 991 6/1単価改定
TD5381 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制無(夜間) ㎡ *** 1,781 1,781 6/1単価改定
TD5382 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制受(夜間) ㎡ *** 1,831 1,831 6/1単価改定
TD5383 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 赤系 時制著(夜間) ㎡ *** 1,891 1,891 6/1単価改定
TD5384 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,281 1,281 6/1単価改定
TD5385 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,331 1,331 6/1単価改定
TD5386 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,391 1,391 6/1単価改定
TD5387 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,471 1,471 6/1単価改定
TD5388 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,521 1,521 6/1単価改定
TD5389 標準単価 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通 <材工共>上塗 ﾌｯｿ樹脂 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,591 1,591 6/1単価改定
TD5391 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制無(夜間) ㎡ *** 205 205 6/1単価改定
TD5392 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制受(夜間) ㎡ *** 218 218 6/1単価改定
TD5393 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 清掃・水洗い 時制著(夜間) ㎡ *** 234 234 6/1単価改定
TD5401 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制無(夜間) ㎡ *** 7,760 7,920 9/1単価改定
TD5402 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制受(夜間) ㎡ *** 8,070 8,230 9/1単価改定
TD5403 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 1種ケレン 時制著(夜間) ㎡ *** 8,470 8,630 9/1単価改定
TD5404 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制無(夜間) ㎡ *** 3,900 3,900 6/1単価改定
TD5405 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制受(夜間) ㎡ *** 4,130 4,130 6/1単価改定
TD5406 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 2種ケレン 時制著(夜間) ㎡ *** 4,450 4,450 6/1単価改定
TD5407 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制無(夜間) ㎡ *** 2,740 2,740 6/1単価改定
TD5408 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制受(夜間) ㎡ *** 2,900 2,900 6/1単価改定
TD5409 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンA 時制著(夜間) ㎡ *** 3,120 3,120 6/1単価改定
TD5410 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制無(夜間) ㎡ *** 1,560 1,560 6/1単価改定
TD5411 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制受(夜間) ㎡ *** 1,650 1,650 6/1単価改定
TD5412 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンB 時制著(夜間) ㎡ *** 1,780 1,780 6/1単価改定
TD5413 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制無(夜間) ㎡ *** 1,060 1,060 6/1単価改定
TD5414 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制受(夜間) ㎡ *** 1,130 1,130 6/1単価改定
TD5415 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 3種ケレンC 時制著(夜間) ㎡ *** 1,210 1,210 6/1単価改定
TD5416 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制無(夜間) ㎡ *** 709 709 6/1単価改定
TD5417 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制受(夜間) ㎡ *** 752 752 6/1単価改定
TD5418 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 素地調整 4種ケレン 時制著(夜間) ㎡ *** 809 809 6/1単価改定
TD5419 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制無(夜間) ㎡ *** 4,450 4,450 6/1単価改定
TD5420 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制受(夜間) ㎡ *** 4,690 4,690 6/1単価改定
TD5421 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 研削材等の回収・積込工 時制著(夜間) ㎡ *** 5,020 5,020 6/1単価改定
TD5431 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制無(夜間) ㎡ *** 997 998 6/1単価改定
TD5432 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制受(夜間) ㎡ *** 1,041 1,042 6/1単価改定
TD5433 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ1層 時制著(夜間) ㎡ *** 1,101 1,102 6/1単価改定
TD5434 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 下塗<材工共> 弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼﾊｹ･ﾛｰﾗｰ2層 時制無(夜間) ㎡ *** 1,992 1,994 6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準Ⅰ-13



(A) (B) (C)
コード 名称・規格 単位 摘 要

標準単価

遠離島本土地区 近離島

TD5482 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 836 837 6/1単価改定
TD5483 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,011 1,011 6/1単価改定
TD5484 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,061 1,061 6/1単価改定
TD5485 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 中塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,121 1,121 6/1単価改定
TD5486 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 807 808 6/1単価改定
TD5487 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 839 840 6/1単価改定
TD5488 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 中塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 883 884 6/1単価改定
TD5491 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) ㎡ *** 930 930 6/1単価改定
TD5492 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) ㎡ *** 978 978 6/1単価改定
TD5493 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) ㎡ *** 1,041 1,041 6/1単価改定
TD5494 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) ㎡ *** 855 855 6/1単価改定
TD5495 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) ㎡ *** 903 903 6/1単価改定
TD5496 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 967 967 6/1単価改定
TD5497 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 880 880 6/1単価改定
TD5498 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 927 927 6/1単価改定
TD5499 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 長油性ﾌﾀﾙ酸 ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 991 991 6/1単価改定
TD5501 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制無(夜間) ㎡ *** 1,801 1,801 6/1単価改定
TD5502 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制受(夜間) ㎡ *** 1,851 1,851 6/1単価改定
TD5503 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 赤系 時制著(夜間) ㎡ *** 1,911 1,911 6/1単価改定
TD5504 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制無(夜間) ㎡ *** 1,701 1,702 6/1単価改定
TD5505 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制受(夜間) ㎡ *** 1,731 1,732 6/1単価改定
TD5506 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 赤系 時制著(夜間) ㎡ *** 1,771 1,772 6/1単価改定
TD5507 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,291 1,291 6/1単価改定
TD5508 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,331 1,331 6/1単価改定
TD5509 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,401 1,401 6/1単価改定
TD5510 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,111 1,112 6/1単価改定
TD5511 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,141 1,142 6/1単価改定
TD5512 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,181 1,182 6/1単価改定
TD5513 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,501 1,501 6/1単価改定
TD5514 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,541 1,541 6/1単価改定
TD5515 標準単価橋梁塗装工 塗替塗装 上塗<材工共> 弱溶剤形ﾌｯｿ ﾊｹ･ﾛｰﾗｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,611 1,611 6/1単価改定
TD5516 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制無(夜間) ㎡ *** 1,351 1,352 6/1単価改定
TD5517 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制受(夜間) ㎡ *** 1,381 1,382 6/1単価改定
TD5518 標準単価 橋梁塗装工 塗替塗装<材工共> 上塗 弱溶剤形ﾌｯｿ ｽﾌﾟﾚｰ 濃彩 時制著(夜間) ㎡ *** 1,421 1,422 6/1単価改定
TD7001 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無 ｍ3 *** 6,760 6,760 9/1単価改定
TD7002 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受 ｍ3 *** 7,030 7,030 9/1単価改定
TD7003 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著 ｍ3 *** 7,390 7,390 9/1単価改定
TD7011 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無 ｍ3 *** 25,900 25,900 9/1単価改定
TD7012 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受 ｍ3 *** 27,300 27,300 9/1単価改定
TD7013 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著 ｍ3 *** 29,300 29,300 9/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける

標準Ⅰ-15



(A) (B) (C)
コード 名称・規格 単位 摘 要

標準単価

遠離島本土地区 近離島

TD7021 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無 ｍ3 *** 13,500 13,500 9/1単価改定
TD7022 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受 ｍ3 *** 14,100 14,100 9/1単価改定
TD7023 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著 ｍ3 *** 14,900 14,900 9/1単価改定
TD7031 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無 ｍ3 *** 43,800 43,800 9/1単価改定
TD7032 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受 ｍ3 *** 46,300 46,300 9/1単価改定
TD7033 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著 ｍ3 *** 49,600 49,600 9/1単価改定
TD7041 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制無(夜間) ｍ3 *** 9,000 9,000 9/1単価改定
TD7042 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制受(夜間) ｍ3 *** 9,400 9,400 9/1単価改定
TD7043 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 機械施工 時制著(夜間) ｍ3 *** 9,930 9,930 9/1単価改定
TD7051 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制無(夜間) ｍ3 *** 38,000 38,000 9/1単価改定
TD7052 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制受(夜間) ｍ3 *** 40,100 40,100 9/1単価改定
TD7053 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 無筋構造物 人力施工 時制著(夜間) ｍ3 *** 43,100 43,100 9/1単価改定
TD7061 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制無(夜間) ｍ3 *** 18,400 18,400 9/1単価改定
TD7062 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制受(夜間) ｍ3 *** 19,300 19,300 9/1単価改定
TD7063 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 機械施工 時制著(夜間) ｍ3 *** 20,400 20,400 9/1単価改定
TD7071 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制無(夜間) ｍ3 *** 64,600 64,600 9/1単価改定
TD7072 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制受(夜間) ｍ3 *** 68,400 68,400 9/1単価改定
TD7073 標準単価 構造物とりこわし工<手間のみ> 鉄筋構造物 人力施工 時制著(夜間) ｍ3 *** 73,300 73,300 9/1単価改定
TD9961 標準単価 道路反射鏡設置工 鋼管 時制無 下地亜鉛ﾒｯｷ+静電粉体塗装 φ76.3*3.2*4000 基 *** 51,851 53,453 9/1単価改定
TD9981 標準単価 道路反射鏡設置工 <機労材> 鏡体設置 ｽﾃﾝﾚｽ丸型φ800 1面用 時制無 基 *** 54,267 54,312 6/1単価改定

(注)名称・規格に記載の略称については下記の通りとする
時制無･･･時間的制約 なし
時制受･･･時間的制約 受ける
時制著･･･時間的制約 著しく受ける
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