
地区名： 熊本周辺

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 13800138001380013800

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14300143001430014300

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 17450174501745017450

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 18400184001840018400

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 20100201002010020100

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 15200152001520015200

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 15200152001520015200

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 15800158001580015800

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 15800158001580015800

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14900149001490014900

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15400154001540015400
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地区名： 熊本周辺

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15900159001590015900

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 2700270027002700

捨　石（海上渡し） ５～２００kg ｍ３ 3400340034003400

被覆捨石（海上渡し） ２００kg内外 ｍ３ 4200420042004200

被覆捨石（海上渡し） ５００kg内外 ｍ３ 4200420042004200

被覆捨石（海上渡し） １０００kg内外 ｍ３ 4700470047004700

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1900190019001900

生コンクリート小型車割増額 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　高炉 ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂　細目（洗い） ｍ３                                 ○

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３                                 ○

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３                                 ○

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３                                 ○

切込砕石 ｍ３ 2200220022002200

砂 クッション用 ｍ３ 2200220022002200

砂 埋め戻し用 ｍ３                                 ○

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３                                 ○

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ                                 ○

2 / 95 ページ2 / 95 ページ2 / 95 ページ2 / 95 ページ



地区名： 熊本周辺

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚                                 ○

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800
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地区名： 熊本周辺

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 熊本1

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 13800138001380013800

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14300143001430014300

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 17450174501745017450

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 18400184001840018400

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 20100201002010020100

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 15200152001520015200

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 15200152001520015200

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 15800158001580015800

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 15800158001580015800

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14900149001490014900

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15400154001540015400
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地区名： 熊本1

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15900159001590015900

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 2700270027002700

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1500150015001500

生コンクリート小型車割増額 ｍ３ 2500250025002500

モルタル １：１　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　高炉 ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂　細目（洗い） ｍ３                                 ○

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３                                 ○

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３                                 ○

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３                                 ○

切込砕石 ｍ３ 2200220022002200

砂 クッション用 ｍ３ 2100210021002100

砂 埋め戻し用 ｍ３                                 ○

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３                                 ○

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○
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地区名： 熊本1

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 宇城１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－２．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 15000150001500015000

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 15500155001550015500

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 13600136001360013600

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14000140001400014000

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 14000140001400014000

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 17000170001700017000

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 18000180001800018000

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 18600186001860018600

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 14800148001480014800

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 14800148001480014800

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 15000150001500015000

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 15000150001500015000

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14600146001460014600

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14900149001490014900

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14600146001460014600

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14900149001490014900

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15400154001540015400
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地区名： 宇城１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15800158001580015800

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16300163001630016300

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 2800280028002800

捨　石（海上渡し） ５～２００kg ｍ３ 3300330033003300

被覆捨石（海上渡し） ２００kg内外 ｍ３ 4100410041004100

被覆捨石（海上渡し） ５００kg内外 ｍ３ 4100410041004100

被覆捨石（海上渡し） １０００kg内外 ｍ３ 4600460046004600

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1700170017001700

生コンクリート小型車割増額 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　高炉 ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石１５－５ｍｍ ｍ３ 3400340034003400

コンクリート用骨材 砂　細目（洗い） ｍ３                                 ○

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３                                 ○

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３                                 ○

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３                                 ○

切込砕石 ｍ３ 2100210021002100

砂 クッション用 ｍ３ 1700170017001700

砂 埋め戻し用 ｍ３ 1700170017001700

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３                                 ○

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ                                 ○
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地区名： 宇城１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650
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地区名： 宇城１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 宇城２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－２．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 13600136001360013600

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14000140001400014000

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 17000170001700017000

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 18000180001800018000

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 18600186001860018600

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 14800148001480014800

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 14800148001480014800

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 15000150001500015000

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 15000150001500015000

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14600146001460014600

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14900149001490014900

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14600146001460014600

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14900149001490014900

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15400154001540015400
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地区名： 宇城２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15800158001580015800

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16300163001630016300

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 2700270027002700

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1500150015001500

生コンクリート小型車割増額 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　高炉 ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂　細目（洗い） ｍ３                                 ○

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３                                 ○

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３                                 ○

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３                                 ○

切込砕石 ｍ３ 2300230023002300

砂 クッション用 ｍ３ 1500150015001500

砂 埋め戻し用 ｍ３ 1500150015001500

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３                                 ○

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○
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地区名： 宇城２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 宇城３

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－２．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 11100111001110011100

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 11500115001150011500

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 12200122001220012200

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 12200122001220012200

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 12200122001220012200

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 12200122001220012200

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 12200122001220012200

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 15500155001550015500

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 16100161001610016100

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 12300123001230012300

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 12300123001230012300

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 12500125001250012500

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 12500125001250012500

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 12100121001210012100

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 12400124001240012400

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 12100121001210012100

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 12400124001240012400

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 12900129001290012900
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地区名： 宇城３

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 13300133001330013300

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 13800138001380013800

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 2700270027002700

捨　石（海上渡し） ５～２００kg ｍ３ 3400340034003400

被覆捨石（海上渡し） ２００kg内外 ｍ３ 4200420042004200

被覆捨石（海上渡し） ５００kg内外 ｍ３ 4200420042004200

被覆捨石（海上渡し） １０００kg内外 ｍ３ 4700470047004700

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1500150015001500

生コンクリート小型車割増額 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　高炉 ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂　細目（洗い） ｍ３                                 ○

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３                                 ○

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３                                 ○

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３                                 ○

切込砕石 ｍ３ 2200220022002200

砂 クッション用 ｍ３ 1500150015001500

砂 埋め戻し用 ｍ３ 1500150015001500

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３                                 ○

高炉スラグ クラッシャーラン　４０ ｍ３ 2000200020002000

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ                                 ○
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地区名： 宇城３

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650
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地区名： 宇城３

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 宇城４

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－２．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 13600136001360013600

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14000140001400014000

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 17000170001700017000

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 18000180001800018000

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 18600186001860018600

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 14800148001480014800

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 14800148001480014800

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 15000150001500015000

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 15000150001500015000

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14600146001460014600

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14900149001490014900

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14600146001460014600

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14900149001490014900

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15400154001540015400
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地区名： 宇城４

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15800158001580015800

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16300163001630016300

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 2700270027002700

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1500150015001500

生コンクリート小型車割増額 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　高炉 ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂　細目（洗い） ｍ３                                 ○

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３                                 ○

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３                                 ○

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３                                 ○

切込砕石 ｍ３ 2200220022002200

砂 クッション用 ｍ３ 1500150015001500

砂 埋め戻し用 ｍ３ 1500150015001500

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３                                 ○

高炉スラグ クラッシャーラン　４０ ｍ３ 2000200020002000

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○
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地区名： 宇城４

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 玉名

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 13200132001320013200

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 13650136501365013650

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 12000120001200012000

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 12350123501235012350

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 12350123501235012350

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 12950129501295012950

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 12950129501295012950

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 12950129501295012950

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 12950129501295012950

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 12950129501295012950

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 12950129501295012950

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 14850148501485014850

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 15700157001570015700

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 16350163501635016350

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 13550135501355013550

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 13550135501355013550

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 13650136501365013650

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 13650136501365013650

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 12300123001230012300

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 12450124501245012450

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 12750127501275012750

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 12900129001290012900

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 13400134001340013400

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 13750137501375013750

22 / 95 ページ22 / 95 ページ22 / 95 ページ22 / 95 ページ



地区名： 玉名

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14300143001430014300

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 2700270027002700

捨　石（海上渡し） ５～２００kg ｍ３ 3500350035003500

被覆捨石（海上渡し） ２００kg内外 ｍ３ 4300430043004300

被覆捨石（海上渡し） ５００kg内外 ｍ３ 4300430043004300

被覆捨石（海上渡し） １０００kg内外 ｍ３ 4800480048004800

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1500150015001500

生コンクリート小型車割増額 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　高炉 ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂　細目（洗い） ｍ３                                 ○

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３                                 ○

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３                                 ○

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３                                 ○

切込砕石 ｍ３ 2200220022002200

砂 クッション用 ｍ３ 2100210021002100

砂 埋め戻し用 ｍ３                                 ○

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３                                 ○

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○
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地区名： 玉名

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530

24 / 95 ページ24 / 95 ページ24 / 95 ページ24 / 95 ページ



地区名： 鹿本周辺

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 15900159001590015900

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 16300163001630016300

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14000140001400014000

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 15400154001540015400

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 15400154001540015400

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 15400154001540015400

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 15200152001520015200

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 15200152001520015200

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 15200152001520015200

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 17900179001790017900

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 19100191001910019100

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 19900199001990019900

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 15700157001570015700

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 15700157001570015700

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 16300163001630016300

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 16300163001630016300

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15300153001530015300

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15600156001560015600

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15300153001530015300

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15600156001560015600

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16000160001600016000

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16600166001660016600
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地区名： 鹿本周辺

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17000170001700017000

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 2700270027002700

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1500150015001500

生コンクリート小型車割増額 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　高炉 ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂　細目（洗い） ｍ３                                 ○

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３                                 ○

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３                                 ○

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３                                 ○

切込砕石 ｍ３ 2200220022002200

砂 クッション用 ｍ３ 2100210021002100

砂 埋め戻し用 ｍ３                                 ○

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３                                 ○

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○
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地区名： 鹿本周辺

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 菊池１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 13800138001380013800

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14300143001430014300

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 17450174501745017450

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 18400184001840018400

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 20100201002010020100

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 15200152001520015200

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 15200152001520015200

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 15800158001580015800

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 15800158001580015800

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14900149001490014900

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15400154001540015400
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地区名： 菊池１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15900159001590015900

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 2700270027002700

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1900190019001900

生コンクリート小型車割増額 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　高炉 ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂　細目（洗い） ｍ３                                 ○

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３                                 ○

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３                                 ○

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３                                 ○

切込砕石 ｍ３ 2200220022002200

砂 クッション用 ｍ３ 2400240024002400

砂 埋め戻し用 ｍ３ 1900190019001900

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３                                 ○

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○
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地区名： 菊池１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 菊池２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３ 16400164001640016400

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３ 15900159001590015900

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 15900159001590015900

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 16300163001630016300

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３ 13800138001380013800

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 14700147001470014700

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３ 14000140001400014000

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14000140001400014000

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 15100151001510015100

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 14900149001490014900

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 15100151001510015100

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 14900149001490014900

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 15400154001540015400

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 15400154001540015400

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 15400154001540015400

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 15200152001520015200

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 15200152001520015200

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 15200152001520015200

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 17900179001790017900

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 19100191001910019100

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 19900199001990019900

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 15700157001570015700

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 15700157001570015700

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 16300163001630016300

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 16300163001630016300

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15300153001530015300

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15600156001560015600

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15300153001530015300

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15600156001560015600

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16000160001600016000

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16600166001660016600
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地区名： 菊池２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17000170001700017000

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 2700270027002700

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 13700137001370013700

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 14200142001420014200

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1900190019001900

生コンクリート小型車割増額 ｍ３ 2500250025002500

モルタル １：２　普通 ｍ３ 25100251002510025100

モルタル １：３　普通 ｍ３ 23000230002300023000

モルタル １：２　高炉 ｍ３ 24900249002490024900

モルタル １：３　高炉 ｍ３ 22800228002280022800

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３ 3100310031003100

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３ 3400340034003400

コンクリート用骨材 砕石１５－５ｍｍ ｍ３ 3400340034003400

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３ 2500250025002500

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 2600260026002600

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 2600260026002600

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３ 2700270027002700

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３ 2700270027002700

切込砕石 ｍ３ 2200220022002200

砂 クッション用 ｍ３ 2400240024002400

砂 埋め戻し用 ｍ３ 1900190019001900

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３ 2300230023002300

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 11900119001190011900

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 12300123001230012300

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 12300123001230012300

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ 12700127001270012700

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ 11800118001180011800

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ 12200122001220012200

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ 12200122001220012200

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 10900109001090010900

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 11300113001130011300

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 11300113001130011300

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ 11500115001150011500

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ 10500105001050010500

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ 300300300300
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地区名： 菊池２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 菊池3

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14800148001480014800

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 15300153001530015300

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 15700157001570015700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 15700157001570015700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 15700157001570015700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 15700157001570015700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 15700157001570015700

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 18450184501845018450

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 19400194001940019400

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 21100211002110021100

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 16200162001620016200

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 16200162001620016200

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 16800168001680016800

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 16800168001680016800

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15500155001550015500

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15500155001550015500

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15500155001550015500

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15500155001550015500

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15900159001590015900

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16400164001640016400
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地区名： 菊池3

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16900169001690016900

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 2700270027002700

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1900190019001900

生コンクリート小型車割増額 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　高炉 ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂　細目（洗い） ｍ３                                 ○

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３                                 ○

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３                                 ○

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３                                 ○

切込砕石 ｍ３ 2200220022002200

砂 クッション用 ｍ３ 2400240024002400

砂 埋め戻し用 ｍ３ 1900190019001900

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３                                 ○

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○
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地区名： 菊池3

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 阿蘇１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３ 19100191001910019100

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３ 17800178001780017800

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 18250182501825018250

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 18650186501865018650

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３ 16350163501635016350

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３ 16500165001650016500

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 16500165001650016500

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 16900169001690016900

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17600176001760017600

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 16900169001690016900

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 16900169001690016900

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17400174001740017400

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17600176001760017600

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17400174001740017400

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 17800178001780017800

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 17800178001780017800

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 17800178001780017800

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 17600176001760017600

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 17600176001760017600

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17600176001760017600

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 20650206502065020650

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 21750217502175021750

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 22700227002270022700

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 18050180501805018050

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 18050180501805018050

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 18250182501825018250

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 18250182501825018250

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17250172501725017250

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17400174001740017400

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17650176501765017650

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17800178001780017800

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18300183001830018300

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18750187501875018750

37 / 95 ページ37 / 95 ページ37 / 95 ページ37 / 95 ページ



地区名： 阿蘇１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 19150191501915019150

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 3500350035003500

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 15200152001520015200

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 15700157001570015700

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 2600260026002600

生コンクリート小型車割増額 ｍ３ 2500250025002500

モルタル １：１　普通 ｍ３ 30300303003030030300

モルタル １：２　普通 ｍ３ 25600256002560025600

モルタル １：３　普通 ｍ３ 23500235002350023500

モルタル １：１　高炉 ｍ３ 30100301003010030100

モルタル １：２　高炉 ｍ３ 25400254002540025400

モルタル １：３　高炉 ｍ３ 23300233002330023300

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３ 4200420042004200

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３ 3700370037003700

コンクリート用骨材 砕石１５－５ｍｍ ｍ３ 3700370037003700

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３ 3400340034003400

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 3500350035003500

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 3600360036003600

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３ 3500350035003500

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３ 3500350035003500

切込砕石 ｍ３ 3000300030003000

砂 クッション用 ｍ３ 3700370037003700

砂 埋め戻し用 ｍ３ 3300330033003300

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３ 3200320032003200

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 13400134001340013400

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 13800138001380013800

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 13800138001380013800

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ 14200142001420014200

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ 13300133001330013300

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ 13700137001370013700

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ 13700137001370013700

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12400124001240012400

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 12800128001280012800

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 12800128001280012800

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ 13000130001300013000
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地区名： 阿蘇１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ 12000120001200012000

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ 300300300300

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 阿蘇２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３ 18900189001890018900

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３ 17600176001760017600

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 18050180501805018050

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 18450184501845018450

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３ 16150161501615016150

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 16900169001690016900

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３ 16300163001630016300

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 16300163001630016300

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 16700167001670016700

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17400174001740017400

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 16700167001670016700

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 16700167001670016700

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17200172001720017200

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17400174001740017400

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17200172001720017200

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 17600176001760017600

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 17600176001760017600

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 17600176001760017600

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 17400174001740017400

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 17400174001740017400

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17400174001740017400

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 20450204502045020450

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 21550215502155021550

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 22500225002250022500

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 17850178501785017850

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 17850178501785017850

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 18050180501805018050

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 18050180501805018050

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17050170501705017050

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17200172001720017200

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17450174501745017450

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17600176001760017600

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18100181001810018100

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18550185501855018550
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地区名： 阿蘇２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18950189501895018950

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 3500350035003500

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 15200152001520015200

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 15700157001570015700

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 2600260026002600

生コンクリート小型車割増額 ｍ３ 2500250025002500

モルタル １：１　普通 ｍ３ 30100301003010030100

モルタル １：２　普通 ｍ３ 25400254002540025400

モルタル １：３　普通 ｍ３ 23300233002330023300

モルタル １：１　高炉 ｍ３ 29900299002990029900

モルタル １：２　高炉 ｍ３ 25200252002520025200

モルタル １：３　高炉 ｍ３ 23100231002310023100

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３ 4200420042004200

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３ 3600360036003600

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３ 3400340034003400

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 3500350035003500

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 3600360036003600

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３ 3500350035003500

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３ 3500350035003500

切込砕石 ｍ３ 3000300030003000

砂 クッション用 ｍ３ 3700370037003700

砂 埋め戻し用 ｍ３ 3300330033003300

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３ 3200320032003200

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 13400134001340013400

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 13800138001380013800

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 13800138001380013800

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ 14200142001420014200

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ 13300133001330013300

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ 13700137001370013700

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ 13700137001370013700

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12400124001240012400

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 12800128001280012800

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 12800128001280012800

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ 13000130001300013000

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ 12000120001200012000
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地区名： 阿蘇２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ 300300300300

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 阿蘇３

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３ 18600186001860018600

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３ 17300173001730017300

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 17750177501775017750

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 18150181501815018150

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３ 15850158501585015850

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 16600166001660016600

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３ 16000160001600016000

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 16000160001600016000

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 16400164001640016400

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 16400164001640016400

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 16400164001640016400

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 16900169001690016900

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 16900169001690016900

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 17300173001730017300

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 17300173001730017300

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 17300173001730017300

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 20150201502015020150

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 21250212502125021250

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 22200222002220022200

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 17550175501755017550

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 17550175501755017550

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 17750177501775017750

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 17750177501775017750

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16750167501675016750

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16900169001690016900

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17150171501715017150

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17300173001730017300

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17800178001780017800

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18250182501825018250
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地区名： 阿蘇３

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18650186501865018650

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 3200320032003200

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 14600146001460014600

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 15100151001510015100

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 2300230023002300

生コンクリート小型車割増額 ｍ３ 2500250025002500

モルタル １：１　普通 ｍ３ 29800298002980029800

モルタル １：２　普通 ｍ３ 25100251002510025100

モルタル １：３　普通 ｍ３ 23000230002300023000

モルタル １：１　高炉 ｍ３ 29600296002960029600

モルタル １：２　高炉 ｍ３ 24900249002490024900

モルタル １：３　高炉 ｍ３ 22800228002280022800

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３ 3900390039003900

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３ 3400340034003400

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３ 3100310031003100

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 3200320032003200

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 3300330033003300

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３ 3200320032003200

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３ 3200320032003200

切込砕石 ｍ３ 2700270027002700

砂 クッション用 ｍ３ 3200320032003200

砂 埋め戻し用 ｍ３ 2800280028002800

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３ 3000300030003000

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12800128001280012800

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 13200132001320013200

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 13200132001320013200

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ 13600136001360013600

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ 12700127001270012700

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ 13100131001310013100

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ 13100131001310013100

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 11800118001180011800

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 12200122001220012200

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 12200122001220012200

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ 12400124001240012400

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ 11400114001140011400
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地区名： 阿蘇３

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ 300300300300

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 阿蘇４

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３ 19400194001940019400

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３ 18100181001810018100

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 18550185501855018550

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 18950189501895018950

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３ 16650166501665016650

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 17400174001740017400

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３ 16800168001680016800

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 16800168001680016800

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 17200172001720017200

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17900179001790017900

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 17200172001720017200

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 17200172001720017200

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17700177001770017700

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17900179001790017900

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17700177001770017700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 18100181001810018100

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 18100181001810018100

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 18100181001810018100

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 17900179001790017900

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 17900179001790017900

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17900179001790017900

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 20950209502095020950

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 22050220502205022050

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 23000230002300023000

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 18350183501835018350

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 18350183501835018350

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 18550185501855018550

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 18550185501855018550

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17550175501755017550

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17700177001770017700

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17950179501795017950

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18100181001810018100

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18600186001860018600

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 19050190501905019050
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地区名： 阿蘇４

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 19450194501945019450

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 3500350035003500

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 15400154001540015400

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 15900159001590015900

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 2600260026002600

生コンクリート小型車割増額 ｍ３ 2500250025002500

モルタル １：１　普通 ｍ３ 30600306003060030600

モルタル １：２　普通 ｍ３ 25900259002590025900

モルタル １：３　普通 ｍ３ 23800238002380023800

モルタル １：１　高炉 ｍ３ 30400304003040030400

モルタル １：２　高炉 ｍ３ 25700257002570025700

モルタル １：３　高炉 ｍ３ 23600236002360023600

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３ 4200420042004200

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３ 3700370037003700

コンクリート用骨材 砕石１５－５ｍｍ ｍ３ 3700370037003700

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３ 3400340034003400

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 3500350035003500

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 3600360036003600

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３ 3500350035003500

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３ 3500350035003500

切込砕石 ｍ３ 3000300030003000

砂 クッション用 ｍ３ 3700370037003700

砂 埋め戻し用 ｍ３ 3300330033003300

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３ 3200320032003200

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 13600136001360013600

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 14000140001400014000

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 14000140001400014000

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ 14400144001440014400

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ 13500135001350013500

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ 13900139001390013900

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ 13900139001390013900

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12600126001260012600

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 13000130001300013000

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 13000130001300013000

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ 13200132001320013200
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地区名： 阿蘇４

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ 12200122001220012200

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ 300300300300

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 阿蘇周辺

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 16000160001600016000

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 16400164001640016400

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 17300173001730017300

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 17300173001730017300

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 20150201502015020150

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 21250212502125021250

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 22200222002220022200

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 17550175501755017550

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 17550175501755017550

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 17750177501775017750

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 17750177501775017750

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16750167501675016750

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16900169001690016900

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17150171501715017150

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17300173001730017300

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17800178001780017800

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18250182501825018250
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地区名： 阿蘇周辺

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18650186501865018650

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 3200320032003200

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 2300230023002300

生コンクリート小型車割増額 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　高炉 ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂　細目（洗い） ｍ３                                 ○

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３                                 ○

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３                                 ○

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３                                 ○

切込砕石 ｍ３ 2700270027002700

砂 クッション用 ｍ３ 3200320032003200

砂 埋め戻し用 ｍ３ 2800280028002800

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３                                 ○

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○
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地区名： 阿蘇周辺

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 上益城

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－２．５－４０　高炉 ｍ３ 19200192001920019200

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３ 19500195001950019500

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３ 17550175501755017550

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 17550175501755017550

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 17950179501795017950

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３ 16000160001600016000

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 16400164001640016400

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３ 16000160001600016000

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 16000160001600016000

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 16400164001640016400

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 16900169001690016900

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 16400164001640016400

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 16400164001640016400

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 16900169001690016900

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 16900169001690016900

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 16900169001690016900

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 18950189501895018950

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 19900199001990019900

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 20500205002050020500

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 17750177501775017750

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 17750177501775017750

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 17950179501795017950

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 17950179501795017950

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16700167001670016700

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16700167001670016700

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17600176001760017600
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地区名： 上益城

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18050180501805018050

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18450184501845018450

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 3300330033003300

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 14800148001480014800

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 15300153001530015300

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1900190019001900

生コンクリート小型車割増額 ｍ３ 2500250025002500

モルタル １：１　普通 ｍ３ 29300293002930029300

モルタル １：２　普通 ｍ３ 27300273002730027300

モルタル １：３　普通 ｍ３ 25300253002530025300

モルタル １：１　高炉 ｍ３ 29100291002910029100

モルタル １：２　高炉 ｍ３ 27100271002710027100

モルタル １：３　高炉 ｍ３ 25100251002510025100

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３ 3700370037003700

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３ 3400340034003400

コンクリート用骨材 砕石１５－５ｍｍ ｍ３ 3400340034003400

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３ 3000300030003000

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 3100310031003100

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 3100310031003100

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３ 3200320032003200

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３ 3300330033003300

切込砕石 ｍ３ 2500250025002500

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３ 2500250025002500

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 13000130001300013000

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 13400134001340013400

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 13400134001340013400

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ 13800138001380013800

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ 12900129001290012900

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ 13300133001330013300

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ 13300133001330013300

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12000120001200012000

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 12400124001240012400

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 12400124001240012400

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ 12600126001260012600

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ 11600116001160011600
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地区名： 上益城

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ 300300300300

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 八代１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３ 14900149001490014900

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３ 13400134001340013400

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 13700137001370013700

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 14200142001420014200

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３ 12100121001210012100

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 12700127001270012700

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３ 12300123001230012300

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 12300123001230012300

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 12700127001270012700

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 13200132001320013200

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 12700127001270012700

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 12700127001270012700

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 13200132001320013200

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 13200132001320013200

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 13200132001320013200

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 13400134001340013400

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 13400134001340013400

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 13400134001340013400

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 13400134001340013400

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 13400134001340013400

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 13400134001340013400

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 15300153001530015300

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 16200162001620016200

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 16700167001670016700

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 14000140001400014000

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 14000140001400014000

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 14000140001400014000

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 14000140001400014000

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 12900129001290012900

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 13100131001310013100

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 13300133001330013300

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 13600136001360013600

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14100141001410014100

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14500145001450014500
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地区名： 八代１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15000150001500015000

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 3000300030003000

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 14300143001430014300

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 14800148001480014800

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1800180018001800

生コンクリート小型車割増額 ｍ３ 1000100010001000

モルタル １：１　普通 ｍ３ 23300233002330023300

モルタル １：２　普通 ｍ３ 21100211002110021100

モルタル １：３　普通 ｍ３ 18900189001890018900

モルタル １：１　高炉 ｍ３ 23100231002310023100

モルタル １：２　高炉 ｍ３ 20900209002090020900

モルタル １：３　高炉 ｍ３ 18700187001870018700

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３ 3400340034003400

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３ 3300330033003300

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３ 2900290029002900

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 3000300030003000

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 3000300030003000

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３ 3000300030003000

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３ 3000300030003000

切込砕石 ｍ３ 2400240024002400

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３ 2000200020002000

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12500125001250012500

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 12900129001290012900

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 12900129001290012900

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ 13300133001330013300

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ 12400124001240012400

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ 12800128001280012800

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ 12800128001280012800

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 11500115001150011500

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 11900119001190011900

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 11900119001190011900

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ 12100121001210012100

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ 11100111001110011100

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ 300300300300

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580
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地区名： 八代１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 八代２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３ 15200152001520015200

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３ 13700137001370013700

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 14000140001400014000

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３ 12400124001240012400

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 13000130001300013000

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３ 12600126001260012600

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 12600126001260012600

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 13000130001300013000

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 13500135001350013500

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 13000130001300013000

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 13000130001300013000

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 13500135001350013500

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 13500135001350013500

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 13500135001350013500

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 13700137001370013700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 13700137001370013700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 13700137001370013700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 13700137001370013700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 13700137001370013700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 13700137001370013700

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 15600156001560015600

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 16500165001650016500

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 17000170001700017000

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 14300143001430014300

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 14300143001430014300

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 14300143001430014300

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 14300143001430014300

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 13200132001320013200

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 13400134001340013400

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 13600136001360013600

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 13900139001390013900

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14400144001440014400

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14800148001480014800
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地区名： 八代２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15300153001530015300

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 3500350035003500

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 14700147001470014700

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 15200152001520015200

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 2200220022002200

生コンクリート小型車割増額 ｍ３ 1000100010001000

モルタル １：１　普通 ｍ３ 23600236002360023600

モルタル １：２　普通 ｍ３ 21400214002140021400

モルタル １：３　普通 ｍ３ 19200192001920019200

モルタル １：１　高炉 ｍ３ 23400234002340023400

モルタル １：２　高炉 ｍ３ 21200212002120021200

モルタル １：３　高炉 ｍ３ 19000190001900019000

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３ 3400340034003400

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３ 3700370037003700

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３ 3300330033003300

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 3400340034003400

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 3400340034003400

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３ 3400340034003400

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３ 3500350035003500

切込砕石 ｍ３ 2800280028002800

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12900129001290012900

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 13300133001330013300

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 13300133001330013300

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ 13700137001370013700

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ 12800128001280012800

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ 13200132001320013200

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ 13200132001320013200

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ 12500125001250012500

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ 300300300300

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020
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地区名： 八代２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 八代３

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３ 17600176001760017600

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３ 16100161001610016100

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 16400164001640016400

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 16900169001690016900

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３ 14800148001480014800

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 15400154001540015400

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３ 15000150001500015000

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 15000150001500015000

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 15400154001540015400

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 15900159001590015900

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 15400154001540015400

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 15400154001540015400

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 15900159001590015900

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 15900159001590015900

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 15900159001590015900

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 16100161001610016100

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 16100161001610016100

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 16100161001610016100

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 16100161001610016100

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 16100161001610016100

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 16100161001610016100

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 18000180001800018000

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 18900189001890018900

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 19400194001940019400

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 16700167001670016700

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 16700167001670016700

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 16700167001670016700

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 16700167001670016700

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15600156001560015600

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15800158001580015800

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16000160001600016000

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16300163001630016300

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16800168001680016800

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17200172001720017200
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地区名： 八代３

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17700177001770017700

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 3900390039003900

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 14700147001470014700

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 15200152001520015200

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 2300230023002300

生コンクリート小型車割増額 ｍ３ 1000100010001000

モルタル １：１　普通 ｍ３ 26000260002600026000

モルタル １：２　普通 ｍ３ 23800238002380023800

モルタル １：３　普通 ｍ３ 21600216002160021600

モルタル １：１　高炉 ｍ３ 25800258002580025800

モルタル １：２　高炉 ｍ３ 23600236002360023600

モルタル １：３　高炉 ｍ３ 21400214002140021400

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３ 3500350035003500

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３ 3700370037003700

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３ 3600360036003600

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 3700370037003700

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 3700370037003700

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３ 3900390039003900

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３ 3900390039003900

切込砕石 ｍ３ 3100310031003100

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12900129001290012900

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 13300133001330013300

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 13300133001330013300

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ 13700137001370013700

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ 12800128001280012800

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ 13200132001320013200

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ 13200132001320013200

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ 12500125001250012500

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ 300300300300

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020
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地区名： 八代３

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 八代４

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 11500115001150011500

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 11900119001190011900

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 12600126001260012600

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 12600126001260012600

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 12600126001260012600

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 12600126001260012600

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 12600126001260012600

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 14500145001450014500

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 15400154001540015400

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 15900159001590015900

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 13200132001320013200

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 13200132001320013200

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 13200132001320013200

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 13200132001320013200

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 12100121001210012100

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 12300123001230012300

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 12500125001250012500

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 12800128001280012800

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 13300133001330013300

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 13700137001370013700
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地区名： 八代４

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 14200142001420014200

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 2800280028002800

捨　石（海上渡し） ５～２００kg ｍ３ 3300330033003300

被覆捨石（海上渡し） ２００kg内外 ｍ３ 4100410041004100

被覆捨石（海上渡し） ５００kg内外 ｍ３ 4100410041004100

被覆捨石（海上渡し） １０００kg内外 ｍ３ 4600460046004600

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1700170017001700

生コンクリート小型車割増額 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　高炉 ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂　細目（洗い） ｍ３                                 ○

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３                                 ○

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３                                 ○

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３                                 ○

切込砕石 ｍ３ 2200220022002200

砂 クッション用 ｍ３ 2100210021002100

砂 埋め戻し用 ｍ３ 2100210021002100

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３                                 ○

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ                                 ○
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地区名： 八代４

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800
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地区名： 八代４

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 芦北

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－２．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 16650166501665016650

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 17100171001710017100

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 14800148001480014800

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 15300153001530015300

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 15300153001530015300

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 16250162501625016250

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 16250162501625016250

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 16250162501625016250

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 16100161001610016100

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 16100161001610016100

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 16100161001610016100

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 18500185001850018500

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 19750197501975019750

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 20400204002040020400

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 16900169001690016900

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 16900169001690016900

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 16650166501665016650

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 16650166501665016650

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15550155501555015550

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 15800158001580015800

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16150161501615016150

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16400164001640016400

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 16900169001690016900
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地区名： 芦北

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17450174501745017450

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17900179001790017900

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 3200320032003200

捨　石（海上渡し） ５～２００kg ｍ３ 3400340034003400

被覆捨石（海上渡し） ２００kg内外 ｍ３ 4200420042004200

被覆捨石（海上渡し） ５００kg内外 ｍ３ 4200420042004200

被覆捨石（海上渡し） １０００kg内外 ｍ３ 4700470047004700

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1600160016001600

生コンクリート小型車割増額 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　高炉 ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂　細目（洗い） ｍ３                                 ○

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３                                 ○

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３                                 ○

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３                                 ○

切込砕石 ｍ３ 2300230023002300

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３                                 ○

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ                                 ○
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地区名： 芦北

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 650650650650

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5250525052505250

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 5500550055005500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7030703070307030

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8300830083008300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 7790779077907790

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9000900090009000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9800980098009800

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11500115001150011500

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 750750750750

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 810810810810

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1180118011801180

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1650165016501650

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 人吉１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－２．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 17300173001730017300

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 17850178501785017850

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 18900189001890018900

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 18900189001890018900

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 18400184001840018400

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 18400184001840018400

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 18400184001840018400

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 20500205002050020500

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 21700217002170021700

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 22350223502235022350

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 18550185501855018550

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 18950189501895018950

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 18750187501875018750

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 19150191501915019150

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17850178501785017850

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18050180501805018050

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18500185001850018500

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18700187001870018700

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 19500195001950019500
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地区名： 人吉１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 19700197001970019700

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20000200002000020000

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 3900390039003900

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 2200220022002200

生コンクリート小型車割増額 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　高炉 ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂利４０ｍｍ（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂　細目（洗い） ｍ３                                 ○

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３                                 ○

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３                                 ○

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３                                 ○

切込砕石 ｍ３ 3100310031003100

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３                                 ○

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○
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地区名： 人吉１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 700700700700

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 6000600060006000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 6290629062906290

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8040804080408040

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9480948094809480

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8910891089108910

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10300103001030010300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11200112001120011200

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 13100131001310013100

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 860860860860

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 930930930930

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1350135013501350

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1890189018901890

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 人吉２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－２．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 16700167001670016700

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 17250172501725017250

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 18300183001830018300

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 18300183001830018300

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 17800178001780017800

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 17800178001780017800

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 17800178001780017800

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 19900199001990019900

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 21100211002110021100

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 21750217502175021750

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 17950179501795017950

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 18350183501835018350

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 18150181501815018150

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 18550185501855018550

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17250172501725017250

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17450174501745017450

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 17900179001790017900

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18100181001810018100

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 18900189001890018900
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地区名： 人吉２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 19100191001910019100

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 19400194001940019400

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 3600360036003600

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　                                 ○

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1900190019001900

生コンクリート小型車割増額 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　高炉 ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂利２５ｍｍ（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂利４０ｍｍ（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂　細目（洗い） ｍ３                                 ○

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３                                 ○

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３                                 ○

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３                                 ○

切込砕石 ｍ３ 2800280028002800

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３                                 ○

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ                                 ○
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地区名： 人吉２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ                                 ○

アスファルト混合物 ポーラスアスファルト混合物（１３） ｔ                                 ○

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ                                 ○

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 700700700700

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 940940940940

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1240124012401240

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1750175017501750

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1020102010201020

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1310131013101310

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1670167016701670

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2330233023302330

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3500350035003500

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 6000600060006000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 6290629062906290

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8040804080408040

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9480948094809480

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8910891089108910

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10300103001030010300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11200112001120011200

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 13100131001310013100

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 860860860860

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 930930930930

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1350135013501350

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1890189018901890

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 天草１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－２．５－４０　高炉 ｍ３ 21650216502165021650

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３ 22050220502205022050

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３ 20750207502075020750

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 21900219002190021900

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３ 19300193001930019300

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 20050200502005020050

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３ 19450194501945019450

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 19450194501945019450

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 19950199501995019950

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 19950199501995019950

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 19950199501995019950

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20400204002040020400

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20400204002040020400

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 20700207002070020700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 20700207002070020700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 20700207002070020700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 22900229002290022900

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 23800238002380023800

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 24300243002430024300

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 21000210002100021000

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 21000210002100021000

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20200202002020020200

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20400204002040020400

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20600206002060020600

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20800208002080020800

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 21300213002130021300
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地区名： 天草１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 21750217502175021750

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 22450224502245022450

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 2700270027002700

捨　石（海上渡し） ５～２００kg ｍ３ 3300330033003300

被覆捨石（海上渡し） ２００kg内外 ｍ３ 4100410041004100

被覆捨石（海上渡し） ５００kg内外 ｍ３ 4100410041004100

被覆捨石（海上渡し） １０００kg内外 ｍ３ 4600460046004600

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 14200142001420014200

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 14700147001470014700

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1800180018001800

生コンクリート小型車割増額 ｍ３ 1000100010001000

モルタル １：１　普通 ｍ３ 31950319503195031950

モルタル １：２　普通 ｍ３ 23950239502395023950

モルタル １：３　普通 ｍ３ 21750217502175021750

モルタル １：１　高炉 ｍ３ 31750317503175031750

モルタル １：２　高炉 ｍ３ 23750237502375023750

モルタル １：３　高炉 ｍ３ 21550215502155021550

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３ 3400340034003400

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３ 3600360036003600

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３ 2600260026002600

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 2700270027002700

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 2700270027002700

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３ 2700270027002700

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３ 2700270027002700

切込砕石 ｍ３ 2200220022002200

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３ 2100210021002100

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12500125001250012500

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 12800128001280012800

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 12800128001280012800

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ 13100131001310013100

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ 12300123001230012300

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ 12700127001270012700

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ 12700127001270012700

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 11700117001170011700

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 12000120001200012000
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地区名： 天草１

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 12000120001200012000

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ 12000120001200012000

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ 11200112001120011200

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ 300300300300

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 800800800800

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 990990990990

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1250125012501250

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1780178017801780

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1070107010701070

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1320132013201320

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1690169016901690

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2360236023602360

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3530353035303530

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 6000600060006000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 6290629062906290

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8040804080408040

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9480948094809480

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8910891089108910

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10300103001030010300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11200112001120011200

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 13100131001310013100

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 860860860860

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 930930930930

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1350135013501350

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1890189018901890

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 天草２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－２．５－４０　高炉 ｍ３ 21650216502165021650

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３ 22050220502205022050

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３ 20750207502075020750

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 21900219002190021900

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３ 19300193001930019300

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 20050200502005020050

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３ 19450194501945019450

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 19450194501945019450

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 19950199501995019950

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 19950199501995019950

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 19950199501995019950

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20400204002040020400

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20400204002040020400

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 20700207002070020700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 20700207002070020700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 20700207002070020700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 22900229002290022900

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 23800238002380023800

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 24300243002430024300

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 21000210002100021000

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 21000210002100021000

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20200202002020020200

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20400204002040020400

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20600206002060020600

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20800208002080020800

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 21300213002130021300
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地区名： 天草２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 21750217502175021750

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 22450224502245022450

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 3400340034003400

捨　石（海上渡し） ５～２００kg ｍ３ 3300330033003300

被覆捨石（海上渡し） ２００kg内外 ｍ３ 4100410041004100

被覆捨石（海上渡し） ５００kg内外 ｍ３ 4100410041004100

被覆捨石（海上渡し） １０００kg内外 ｍ３ 4600460046004600

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 14500145001450014500

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 15000150001500015000

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 2000200020002000

生コンクリート小型車割増額 ｍ３ 1000100010001000

モルタル １：１　普通 ｍ３ 31950319503195031950

モルタル １：２　普通 ｍ３ 23950239502395023950

モルタル １：３　普通 ｍ３ 21750217502175021750

モルタル １：１　高炉 ｍ３ 31750317503175031750

モルタル １：２　高炉 ｍ３ 23750237502375023750

モルタル １：３　高炉 ｍ３ 21550215502155021550

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３ 3400340034003400

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３ 3600360036003600

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３ 3300330033003300

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 3400340034003400

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 3400340034003400

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３ 3400340034003400

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３ 3400340034003400

切込砕石 ｍ３ 2900290029002900

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３ 2100210021002100

高炉スラグ クラッシャーラン　４０ ｍ３ 2400240024002400

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12800128001280012800

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 13100131001310013100

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 13100131001310013100

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ 13400134001340013400

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ 12600126001260012600

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ 13000130001300013000

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ 13000130001300013000

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12000120001200012000
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地区名： 天草２

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 12300123001230012300

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 12300123001230012300

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ 12300123001230012300

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ 11500115001150011500

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ 300300300300

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 800800800800

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 990990990990

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1250125012501250

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1780178017801780

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1070107010701070

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1320132013201320

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1690169016901690

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2360236023602360

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3530353035303530

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 6000600060006000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 6290629062906290

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8040804080408040

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9480948094809480

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8910891089108910

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10300103001030010300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11200112001120011200

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 13100131001310013100

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 860860860860

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 930930930930

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1350135013501350

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1890189018901890

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 天草３

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－２．５－４０　高炉 ｍ３ 22300223002230022300

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３ 22700227002270022700

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３ 21700217002170021700

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 22150221502215022150

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 22850228502285022850

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３ 19950199501995019950

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 20700207002070020700

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３ 20200202002020020200

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 20200202002020020200

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 20600206002060020600

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 20600206002060020600

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 20600206002060020600

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 21050210502105021050

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 21050210502105021050

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 21350213502135021350

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 21350213502135021350

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 21350213502135021350

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 21650216502165021650

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 21650216502165021650

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 22150221502215022150

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 22150221502215022150

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 21100211002110021100

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 21500215002150021500

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 21700217002170021700

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 22150221502215022150

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 22600226002260022600

捨　石（海上渡し） ５～２００kg ｍ３ 3300330033003300

被覆捨石（海上渡し） ２００kg内外 ｍ３ 4100410041004100
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地区名： 天草３

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

被覆捨石（海上渡し） ５００kg内外 ｍ３ 4100410041004100

被覆捨石（海上渡し） １０００kg内外 ｍ３ 4600460046004600

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 17500175001750017500

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 18000180001800018000

生コンクリート小型車割増額 ｍ３ 1000100010001000

モルタル １：３　普通 ｍ３ 24200242002420024200

モルタル １：３　高炉 ｍ３ 23700237002370023700

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３ 4800480048004800

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３ 3800380038003800

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３ 3600360036003600

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 3700370037003700

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 3700370037003700

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 15800158001580015800

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 16100161001610016100

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 16100161001610016100

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ 16400164001640016400

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ 15600156001560015600

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ 16000160001600016000

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ 16000160001600016000

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 15000150001500015000

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 15300153001530015300

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 15300153001530015300

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ 15300153001530015300

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ 14500145001450014500

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ 300300300300

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 800800800800

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 990990990990

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1250125012501250

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1780178017801780

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1070107010701070

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1320132013201320

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1690169016901690

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2360236023602360

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3530353035303530
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地区名： 天草３

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 6000600060006000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 6290629062906290

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8040804080408040

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9480948094809480

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8910891089108910

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10300103001030010300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11200112001120011200

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 13100131001310013100

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 860860860860

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 930930930930

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1350135013501350

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1890189018901890

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 天草４

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－２．５－４０　高炉 ｍ３ 21650216502165021650

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３ 22050220502205022050

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３ 20750207502075020750

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 21900219002190021900

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３ 19300193001930019300

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 20050200502005020050

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３ 19450194501945019450

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 19450194501945019450

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 19950199501995019950

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 19950199501995019950

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 19950199501995019950

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20400204002040020400

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20400204002040020400

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 20700207002070020700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 20700207002070020700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 20700207002070020700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 22900229002290022900

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 23800238002380023800

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 24300243002430024300

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 21000210002100021000

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 21000210002100021000

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20200202002020020200

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20400204002040020400

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20600206002060020600

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20800208002080020800

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 21300213002130021300
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地区名： 天草４

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 21750217502175021750

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 22450224502245022450

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 3650365036503650

捨　石（海上渡し） ５～２００kg ｍ３ 3600360036003600

被覆捨石（海上渡し） ２００kg内外 ｍ３ 4400440044004400

被覆捨石（海上渡し） ５００kg内外 ｍ３ 4400440044004400

被覆捨石（海上渡し） １０００kg内外 ｍ３ 4900490049004900

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 14600146001460014600

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 15100151001510015100

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 2100210021002100

生コンクリート小型車割増額 ｍ３ 1000100010001000

モルタル １：１　普通 ｍ３ 31950319503195031950

モルタル １：２　普通 ｍ３ 23950239502395023950

モルタル １：３　普通 ｍ３ 21750217502175021750

モルタル １：１　高炉 ｍ３ 31750317503175031750

モルタル １：２　高炉 ｍ３ 23750237502375023750

モルタル １：３　高炉 ｍ３ 21550215502155021550

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３ 3400340034003400

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３ 4100410041004100

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３ 3650365036503650

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 3750375037503750

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 3750375037503750

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３ 3650365036503650

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３ 3650365036503650

切込砕石 ｍ３ 3150315031503150

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３ 2100210021002100

高炉スラグ クラッシャーラン　４０ ｍ３ 2400240024002400

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12900129001290012900

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 13200132001320013200

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 13200132001320013200

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ 13500135001350013500

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ 12700127001270012700

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ 13100131001310013100

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ 13100131001310013100

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12100121001210012100
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地区名： 天草４

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 12400124001240012400

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 12400124001240012400

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ 12400124001240012400

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ 11600116001160011600

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ 300300300300

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 800800800800

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 990990990990

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1250125012501250

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1780178017801780

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1070107010701070

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1320132013201320

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1690169016901690

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2360236023602360

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3530353035303530

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 6000600060006000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 6290629062906290

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8040804080408040

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9480948094809480

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8910891089108910

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10300103001030010300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11200112001120011200

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 13100131001310013100

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 860860860860

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 930930930930

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1350135013501350

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1890189018901890

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 天草５

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－２．５－４０　高炉 ｍ３ 21650216502165021650

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３ 22050220502205022050

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３ 20750207502075020750

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３ 21900219002190021900

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３ 19300193001930019300

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 20050200502005020050

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３ 19450194501945019450

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 19450194501945019450

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 19950199501995019950

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 19950199501995019950

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 19950199501995019950

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20400204002040020400

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20400204002040020400

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 20700207002070020700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 20700207002070020700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３ 20700207002070020700

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 22900229002290022900

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 23800238002380023800

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 24300243002430024300

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 21000210002100021000

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 21000210002100021000

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20200202002020020200

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20400204002040020400

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20600206002060020600

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20800208002080020800

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 21300213002130021300
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地区名： 天草５

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 21750217502175021750

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 22450224502245022450

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 3650365036503650

捨　石（海上渡し） ５～２００kg ｍ３ 3600360036003600

被覆捨石（海上渡し） ２００kg内外 ｍ３ 4400440044004400

被覆捨石（海上渡し） ５００kg内外 ｍ３ 4400440044004400

被覆捨石（海上渡し） １０００kg内外 ｍ３ 4900490049004900

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 14600146001460014600

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 15100151001510015100

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 2100210021002100

生コンクリート小型車割増額 ｍ３ 1000100010001000

モルタル １：１　普通 ｍ３ 31950319503195031950

モルタル １：２　普通 ｍ３ 23950239502395023950

モルタル １：３　普通 ｍ３ 21750217502175021750

モルタル １：１　高炉 ｍ３ 31750317503175031750

モルタル １：２　高炉 ｍ３ 23750237502375023750

モルタル １：３　高炉 ｍ３ 21550215502155021550

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３ 3400340034003400

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３ 4100410041004100

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３ 3650365036503650

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３ 3750375037503750

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３ 3750375037503750

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３ 3650365036503650

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３ 3650365036503650

切込砕石 ｍ３ 3150315031503150

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３ 2100210021002100

高炉スラグ クラッシャーラン　４０ ｍ３ 2400240024002400

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12900129001290012900

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 13200132001320013200

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 13200132001320013200

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ 13500135001350013500

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ 12700127001270012700

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ 13100131001310013100

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ 13100131001310013100

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12100121001210012100
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地区名： 天草５

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 12400124001240012400

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 12400124001240012400

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ 12400124001240012400

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ 11600116001160011600

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ 300300300300

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 800800800800

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 990990990990

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1250125012501250

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1780178017801780

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1070107010701070

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1320132013201320

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1690169016901690

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2360236023602360

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3530353035303530

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 6000600060006000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 6290629062906290

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8040804080408040

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9480948094809480

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8910891089108910

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10300103001030010300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11200112001120011200

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 13100131001310013100

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 860860860860

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 930930930930

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1350135013501350

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1890189018901890

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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地区名： 天草６

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスコン加算額 200ｔ未満　　　　　　　　　　　　　　 ｔ 800800800800

生コンクリート 曲げ４．５－２．５－４０　高炉 ｍ３ 21650216502165021650

生コンクリート 曲げ４．５－６．５－４０　高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０（２５）普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２７－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 普通  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－５－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－２０(２５) 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉 ｍ３                                 ○

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 19450194501945019450

生コンクリート １８－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 19950199501995019950

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２１－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－２０(２５) 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－８－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=65％以下 ｍ３ 20700207002070020700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=60％以下 ｍ３ 20700207002070020700

生コンクリート ２４－１２－２０(２５) 高炉 W/C=55％以下 ｍ３                                 ○

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=65％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=60％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ２４－１２－４０ 高炉  W/C=55％以下 ｍ３ 20550205502055020550

生コンクリート ３０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 22900229002290022900

生コンクリート ３６－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 23800238002380023800

生コンクリート ４０－８－２０(２５) 早強  W/C=55％以下 ｍ３ 24300243002430024300

生コンクリート ２４－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 21000210002100021000

生コンクリート ２７－８－２０ 高炉  W/C=50％以下 ｍ３ 21000210002100021000

生コンクリート ２４－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート ２７－８－２０ 普通  W/C=50％以下 ｍ３ 21200212002120021200

生コンクリート（建築用）　 １８－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20200202002020020200

生コンクリート（建築用） １８－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20400204002040020400

生コンクリート（建築用） ２１－１５－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20600206002060020600

生コンクリート（建築用） ２１－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 20800208002080020800

生コンクリート（建築用） ２４－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 21300213002130021300
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地区名： 天草６

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

生コンクリート（建築用） ２７－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 21750217502175021750

生コンクリート（建築用） ３０－１８－２０(２５) 普通 W/C=65％以下 ｍ３ 22450224502245022450

詰　石 １５～２０cm ｍ３ 3400340034003400

捨　石（海上渡し） ５～２００kg ｍ３ 3300330033003300

被覆捨石（海上渡し） ２００kg内外 ｍ３ 4100410041004100

被覆捨石（海上渡し） ５００kg内外 ｍ３ 4100410041004100

被覆捨石（海上渡し） １０００kg内外 ｍ３ 4600460046004600

密粒度ギャップ（改質Ⅰ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 14500145001450014500

密粒度ギャップ（改質Ⅱ型）   Ｇ＝１３mm　Ａｓ＝４．５～６．５％　 15000150001500015000

路床材 修正ＣＢＲ２０以上（ほぐし土量） m3 1800180018001800

生コンクリート小型車割増額 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　普通 ｍ３                                 ○

モルタル １：１　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：２　高炉 ｍ３                                 ○

モルタル １：３　高炉 ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砂（洗い） ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石４０－２０ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石２０－５ｍｍ ｍ３                                 ○

コンクリート用骨材 砕石１５－５ｍｍ ｍ３ 3900390039003900

コンクリート用骨材 砂　細目（洗い） ｍ３                                 ○

クラッシャーラン Ｃ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－４０ ｍ３                                 ○

粒度調整砕石 Ｍ－３０ ｍ３                                 ○

割栗石 ５０－１５０ｍｍ ｍ３                                 ○

割栗石 １５０－２００ｍｍ ｍ３                                 ○

切込砕石 ｍ３ 2900290029002900

再生クラッシャーラン ＲＣ－４０ ｍ３                                 ○

高炉スラグ クラッシャーラン　４０ ｍ３ 2400240024002400

アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12800128001280012800

アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 13100131001310013100

アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 13100131001310013100

アスファルト混合物 細粒度（１３） ｔ 13400134001340013400

アスファルト混合物 開粒度（１３） ｔ 12600126001260012600
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地区名： 天草６

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（２０） ｔ 13000130001300013000

アスファルト混合物 密粒度ギャップ（１３） ｔ 13000130001300013000

再生アスファルト混合物 粗粒度（２０） ｔ 12000120001200012000

再生アスファルト混合物 密粒度（２０） ｔ 12300123001230012300

再生アスファルト混合物 密粒度（１３） ｔ 12300123001230012300

アスファルト混合物（安定処理材） アスファルト安定処理（４０） ｔ 12300123001230012300

再生アスファルト混合物（安定処理材） 再生アスファルト安定処理（４０） ｔ 11500115001150011500

アスファルト混合物夜間割増額 ｔ 300300300300

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×４５×６００ 枚 580580580580

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×６０×６００ 枚 800800800800

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×６５×６００ 枚 990990990990

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×７０×６００ 枚 1250125012501250

Ｕ形側溝用蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×７５×６００ 枚 1780178017801780

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ２４０　３３０×１００×６００ 枚 1070107010701070

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４００×１００×６００ 枚 1320132013201320

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ３６０　４６０×１００×６００ 枚 1690169016901690

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ４５０　５６０×１２０×６００ 枚 2360236023602360

Ｕ形側溝用蓋（２種）　ＪＩＳ５３７２ ６００　７４０×１５０×６００ 枚 3530353035303530

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ２５０×２５０×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 6000600060006000

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 6290629062906290

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8040804080408040

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ３００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 9480948094809480

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8910891089108910

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ４００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10300103001030010300

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 11200112001120011200

道路用鉄筋コンクリート側溝（１種） ５００×６００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 13100131001310013100

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ３００×３００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 8320832083208320

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ４００×４００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 10800108001080010800

道路用鉄筋コンクリート側溝（３種） ５００×５００×２０００　ＪＩＳ５３７２ 個 14300143001430014300

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ２５０　３６２×９０×５００ 枚 860860860860

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 930930930930

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1350135013501350

道路用側溝蓋（１種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 1890189018901890

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ３００　４１２×９５×５００ 枚 1270127012701270

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ４００　５１２×１１０×５００ 枚 1800180018001800
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地区名： 天草６

名称名称名称名称 単位単位単位単位規格規格規格規格 適用適用適用適用     単  価    単  価    単  価    単  価
平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日

道路用側溝蓋（３種）　ＪＩＳ５３７２ ５００　６２２×１２５×５００ 枚 2530253025302530
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