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	最終版

	Ⅱ-02-○25-01_殻運搬_最終版_160128
	殻運搬

	Ⅱ-03-○01-01_鋼管・既製コンクリート杭打工（パイルハンマ工）_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅱ-03-○02-01_鋼管・既製コンクリート杭打工（中堀工）_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅱ-03-○03-01_鋼管ソイルセメント杭工_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅱ-03-○04-01_場所打杭工（オールケーシング工・全回転式オールケーシング工）_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅱ-03-○05-01_場所打杭工（リバースサーキュレーション工）_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅱ-03-○06-01_場所打杭工（アースオーガ工，硬質地盤用アースオーガ工）_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅱ-03-○07-01_場所打杭工（大口径ボーリングマシン工）_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅱ-03-○08-01_場所打杭工（ダウンザホールハンマ工）_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅱ-03-○09-01_深礎工_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅱ-03-○11-01_基礎工（鋼管矢板基礎工）_最終版_160209
	Ⅱ-3-○11-1 基礎工（鋼管矢板基礎工）

	Ⅱ-03-○13-01_木杭及び矢板打工（人力，ドロップハンマ工）_最終版
	最終版

	Ⅱ-03-○14-01_既製コンクリート杭カットオフ工_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅱ-03-○15-01_泥水運搬工_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅱ-04-○01-01_（国総）コンクリート工_最終版_160308
	最終版

	Ⅱ-04-○02-01_（国総）型枠工__最終版_160308
	一次案・最終案

	Ⅱ-04-○03-01_溶接金網設置工_最終版_160223
	原稿

	Ⅱ-05-○01-01_仮設工_最終版
	最終版

	Ⅱ-05-○02-33_バイブロハンマ工（軽量鋼矢板打込引抜工）_最終版
	最終版

	Ⅱ-05-○03-01_油圧圧入引抜工_最終版_160225
	油圧圧入引抜工

	Ⅱ-05-○04-01_鋼矢板工（アースオーガ併用圧入工）_最終版
	最終版

	Ⅱ-05-○06-01_矢板工（H形鋼）_ディーゼルハンマ・プレボーリング_最終版
	最終版

	Ⅱ-05-○07-01_鋼矢板施工法選定（参考）_最終版_160229①
	鋼矢板施工法選定（参考）

	Ⅱ-05-○08-01_仮設材設置撤去工_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅱ-05-○09-01_足場工_最終版_160223
	原稿

	Ⅱ-05-○09-06_支保工_最終版_160223
	原稿

	Ⅱ-05-○12-04_大型土のう工_最終版_160219
	最終版

	Ⅱ-05-○13-01_仮橋・仮桟橋工_最終版_160209
	Ⅱ-5-○13-1 仮橋・仮桟橋工

	Ⅱ-05-○14-01_汚濁防止フェンス工_最終版_160225
	汚濁防止フェンス工

	Ⅱ-05-○15-01_仮囲い設置撤去工（仮囲い設置撤去工）_最終版_160229
	仮囲い設置撤去工

	Ⅱ-05-○15-04_仮囲い設置撤去工（雪寒仮囲い工）_最終版_160222
	仮囲い設置撤去工

	Ⅱ-05-○16-01_切土及び発破防護柵工_最終版_160203
	切土及び発破防護柵工

	Ⅱ-05-○16-07_掘削（発破）防護柵工_最終版_160203
	掘削（発破）防護柵工

	Ⅱ-05-○17-01_濁水処理工（一般土木工事）_最終版_160128
	濁水処理工（一般土木工事）

	Ⅱ-05-○18-01_敷鉄板設置・撤去工_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅱ-05-○19-01_防塵処理工_最終版_160219
	最終版

	Ⅱ-05-○20-01_仮設電力設備工_最終版
	最終版

	Ⅱ-05-○21-01_グラフによる標準的な仮設電力設備の積算_最終版
	最終版

	Ⅱ-05-○22-01_法面工（仮設用モルタル吹付工）_最終版_160212
	法面工（仮設用モルタル）

	Ⅱ-05-○23-01_交通誘導警備員_最終版_160219
	最終版

	Ⅲ-01-○01-01_（国総）消波根固めブロック工_最終版_160308
	一次案・最終案

	Ⅲ-01-○01-20_（国総）消波根固めブロック工（ブロック撤去工）（0.25ｔ以上35.5ｔ以下）_最終版_160308
	最終版

	Ⅲ-01-○02-01_捨石工 (2)
	最終版

	Ⅲ-01-○03-01_消波工_最終版_160219
	最終版

	Ⅲ-01-○04-01_浚渫工（ポンプ式浚渫船）_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅲ-01-○04-22_浚渫工（バックホウ浚渫船）_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅲ-01-○05-01_軟弱地盤上における柔構造樋門・樋管工_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅲ-02-○01-01_堤防除草工 (2)
	一次案・最終案

	Ⅲ-02-○02-01_（国総）堤防天端補修工_最終版_160308
	最終版

	Ⅲ-02-○03-01_堤防芝養生工 (2)
	一次案・最終案

	Ⅲ-02-○04-01_（国総）伐木除根工_最終版_160308
	最終版

	Ⅲ-02-○05-01_塵芥処理工_最終版_160309
	塵芥処理工

	Ⅲ-02-○06-01_（国総）ボーリンググラウト工_最終版_160308
	最終版

	Ⅲ-02-○07-01_粗朶沈床工 (2)
	最終版

	Ⅲ-02-○08-01_（国総）機械土工（河床等掘削）_最終版_160308
	最終版

	Ⅲ-02-○09-01_巨石積（張）工_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅲ-02-○09-12_木杭打工_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅲ-02-○09-15_巨石据付工 (2)
	最終版

	Ⅲ-02-○10-01_護岸基礎ブロック工 (2)
	最終版

	Ⅲ-02-○11-01_かごマット工（スロープ型） (2)
	一次案・最終案

	Ⅲ-02-○11-04_かごマット工（多段積型） (2)
	最終版

	Ⅲ-02-○12-01_ブロックマットエ (2)
	最終版

	Ⅲ-02-○13-01_（国総）野芝種子吹付工_最終版_160308
	最終版

	Ⅲ-02-○14-01_（国総）袋詰玉石工_最終版_160308
	一次案・最終案

	Ⅲ-02-○16-01_（国総）グラウトホール工_最終版_160308
	最終版

	Ⅲ-02-○17-01_連節ブロックの水中吊落し工 (2)
	最終版

	Ⅲ-02-○18-01_（国総）光ケーブル配管工_最終版_160308
	最終版

	Ⅲ-03-○01-01_（国総）土工_最終版_160308
	最終版

	Ⅲ-03-○01-12_土工(バックホウ床掘) (2)
	最終版

	Ⅲ-03-○02-01_コンクリート工 (2)
	最終版

	Ⅲ-03-○02-10_コンクリート工(ケーブルクレーン) (2)
	最終版

	Ⅲ-03-○02-19_コンクリート工(横取りを行う場合) (2)
	最終版

	Ⅲ-03-○02-23_砂防コンクリート生産(ミキサによる混合) (2)
	最終版

	Ⅲ-03-○02-27_砂防コンクリート生産(運搬) (2)
	一次案・最終案

	Ⅲ-03-○02-33_残存型枠工 (2)
	一次案・最終案

	Ⅲ-03-○03-01_仮設備工 (2)
	一次案・最終案

	Ⅲ-03-○03-09_仮設備工(砂防コンクリート生産設備) (2)
	最終版

	Ⅲ-03-○03-20_仮設備工(軌条および機械設備) (2)
	最終版

	Ⅲ-03-○03-23_仮設備工(ケーブルクレーン付属設備) (2)
	一次案・最終案

	Ⅲ-03-○04-01_養生工 (2)
	最終版

	Ⅲ-03-○05-01_石材等採取工 (2)
	最終版

	Ⅲ-03-○06-01_ケーブルクレーンによる資材等の運搬 (2)
	最終版

	Ⅲ-03-○07-01_水替とい工 (2)
	最終版

	Ⅲ-03-○08-01_銘板工 (2)
	一次案・最終案

	Ⅲ-03-○09-01_堤冠部保護工 (2)
	最終版

	Ⅲ-03-○10-01_仮締切工 (2)
	最終版

	Ⅲ-03-○10-11_砂防コンクリート締切 (2)
	最終版

	Ⅲ-03-○11-01_鋼製砂防工 (2)
	最終版

	Ⅲ-03-○12-01_砂防ソイルセメントエ (2)
	最終版

	Ⅲ-04-○01-01_集水井工(ライナープレート土留工法) (2)
	一次案・最終案

	Ⅲ-04-○01-10_集水井工(プレキャスト土留工法) (2)
	最終版

	Ⅲ-04-○01-16_（国総）地すべり防止工（集排水ボーリング工）_最終版_160308
	最終版

	Ⅲ-04-○01-25_地すべり防止工(山腹水路工) (2)
	最終版

	Ⅲ-04-○01-42_地すべり防止工(かご工) (2)
	一次案・最終案

	Ⅲ-04-○01-48_集排水ボーリング孔洗浄工 (2)
	最終版

	Ⅳ-01-○01-01_（国総）路盤工_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-01-○02-01_（国総）アスファルト舗装工_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-01-○02-14_半たわみ性（コンポジット）舗装工_最終版_160223
	原稿

	Ⅳ-01-○03-01_（国総）排水性アスファルト舗装工_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-01-○03-05_透水性樹脂コンクリート工_最終版
	最終版

	Ⅳ-01-○03-09_（国総）透水性アスファルト舗装工_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-01-○04-01_グースアスファルト舗装工_最終版_160223
	原稿

	Ⅳ-01-○05-01_コンクリート舗装工_最終版_160307
	原稿

	Ⅳ-01-○05-10_RCCP工_最終版_160223
	原稿

	Ⅳ-01-○05-15_連続鉄筋コンクリート舗装工_最終版_160223
	原稿

	Ⅳ-01-○06-01_踏掛版_最終版
	最終版

	Ⅳ-02-○01-01_ガードケーブル設置工_最終版_160223
	原稿

	Ⅳ-02-○01-09_落石防止網（繊維網）設置工_最終版_160223
	原稿

	Ⅳ-02-○01-10_立入り防止柵工_最終版
	最終版

	Ⅳ-02-○01-21_防雪柵現地張出し・収納工 (2)
	最終版

	Ⅳ-02-○01-25_（国総）雪崩予防柵設置工_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-02-○01-32_防護柵設置工（円形空洞型枠工，立入防止柵工，柵板設置工）_最終版_160223
	原稿

	Ⅳ-02-○01-35_（国総）ボックスビーム設置工_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-02-○01-43_（国総）落下物等防止柵設置工_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-02-○02-01_しゃ音壁設置工_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅳ-02-○02-15_基礎杭打工（しゃ音壁）_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅳ-02-○03-01_（国総）路側工（据付け）_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-02-○06-01_橋梁付属施設設置工_最終版
	最終版

	Ⅳ-02-○07-01_トンネル内装板設置工_最終版_160128
	トンネル内装板設置工

	Ⅳ-02-○08-01_道路付属物設置工_最終版_160309
	道路付属物設置工

	Ⅳ-02-○09-01_（国総）スノーポール設置・撤去工_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-02-○10-01_道路植栽工（客土工）_最終版_160219
	最終版

	Ⅳ-03-○01-01_（国総）路面切削工_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-03-○01-07_切削オーバーレイ工_最終版_160219
	最終版

	Ⅳ-03-○02-01_（国総）舗装版破砕工_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-03-○03-01_（国総）舗装版切断工_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-03-○04-01_道路打換工_最終版_160219
	最終版

	Ⅳ-03-○05-01_路上路盤再生工_最終版_160219
	最終版

	Ⅳ-03-○06-01_アスファルト注入工_最終版_160219
	最終版

	Ⅳ-03-○07-01_舗装版目地補修工_最終版_160223
	原稿

	Ⅳ-03-○08-01_（国総）道路付属構造物塗替工_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-03-○09-04_張紙防止シート工_最終版_160309
	貼紙

	Ⅳ-03-○10-01_床版補強工_最終版_160128【新規】
	床版補強工

	Ⅳ-03-○11-01_橋梁補強工（鋼板巻立て）（１）_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅳ-03-○11-15_橋梁補強工（鋼板巻立て）（２）_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅳ-03-○11-20_（国総）橋梁補強工（コンクリート巻立て）（１）_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-03-○11-29_（国総）橋梁補強工（コンクリート巻立て）（２）_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-03-○12-01_橋梁地覆補修工_最終版_160209
	Ⅳ-3-○12-1 橋梁地覆補修工

	Ⅳ-03-○12-21_橋梁補修工（ひび割れ補修工（低圧注入工法））_最終版_160209
	Ⅳ-3-○12-20橋梁補修工(ひび割れ補修工(低圧注入工法)

	Ⅳ-03-○12-25_橋梁補修工（断面修復工（左官工法））_最終版_160209
	Ⅳ-3-○12-24 橋梁補修工(断面修復工(左官工法))

	Ⅳ-03-○12-29_橋梁補修工（表面被覆工（塗装工法））_最終版_160209
	Ⅳ-3-○12-28 橋梁補修工(表面被覆工（塗装工法))

	Ⅳ-03-○13-01_落橋防止装置工 (2)
	一次案・最終案

	Ⅳ-03-○14-01_道路除草工_最終版_160219
	最終版

	Ⅳ-03-○15-01_路面清掃工（機械清掃）_最終版_160219
	最終版

	Ⅳ-03-○15-08_路面清掃工（都市型ブラシ式）_最終版_160219
	最終版

	Ⅳ-03-○15-17_ガードレール清掃工_最終版_160219
	最終版

	Ⅳ-03-○15-22_ガードレール清掃工（自動追従形）_最終版_160301 (2)
	最終版

	Ⅳ-03-○15-28_ガードパイプ清掃工_最終案_160219
	最終版

	Ⅳ-03-○15-29（赤本歩掛）_橋梁付属物清掃工_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅳ-03-○16-01_管渠清掃工及び側溝清掃（組合せ作業）_最終版_160219
	最終版

	Ⅳ-03-○16-10_側溝清掃（単独作業）_最終版_160219
	最終版

	Ⅳ-03-○16-16_集水桝清掃工（単独作業）_最終版_160219
	最終版

	Ⅳ-03-○16-20_（国総）集水桝清掃工（人力清掃工）_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-03-○17-01_トンネル清掃工_最終版_160219
	最終版

	Ⅳ-03-○18-01_トンネル照明器具清掃工 (2)
	最終版

	Ⅳ-03-○19-01_トンネル漏水対策工_最終版_160128
	トンネル漏水対策工

	Ⅳ-03-○20-01_（国総）沓座拡幅工_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-03-○21-01_（国総）桁連結工_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-03-○22-01_欠損部補修工_最終版_160209
	Ⅳ-3-○22-1 欠損部補修工

	Ⅳ-03-○24-01_コンクリート接着工_最終版_160219
	最終版

	Ⅳ-03-○26-01_アスファルト舗装版削孔工 (2)
	最終版

	Ⅳ-03-○27-01_仮覆工板設置・撤去工_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅳ-03-○28-01_道路附属物のコンクリート面塗装工_最終版
	最終版

	Ⅳ-03-○29-01_横断歩道橋補修工_最終版
	最終版

	Ⅳ-04-○01-01_共同溝工（１）_最終版_160223
	原稿

	Ⅳ-04-○01-09_共同溝工（２）_最終版_160223
	原稿

	Ⅳ-04-○02-01_（国総）電線共同溝工（Ｃ・Ｃ・ＢＯＸ）_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-04-○03-01_情報ボックス工_最終版_160223
	原稿

	Ⅳ-04-○04-01_観測井戸設置工_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅳ-05-○01-001_トンネル工（NATM）[発破工法］_最終版
	最終版

	Ⅳ-05-○01-057_トンネル工（NATM）[機械掘削工法］_最終版
	最終版

	Ⅳ-05-○01-094_トンネル濁水処理工_最終版_160128
	トンネル濁水処理工

	Ⅳ-05-○01-099_トンネル工（NATM）坑口工（DⅢパターン）_最終版
	最終版

	Ⅳ-05-○01-139_トンネル工（NATM）[非常駐車帯工］_最終版
	最終版

	Ⅳ-05-○01-190_トンネル工（NATM）仮設備工（防音扉工）_最終版
	最終版

	Ⅳ-05-○02-01_小断面トンネル工（NATM）_最終版
	最終版

	Ⅳ-05-○03-01_トンネル裏込め注入工_最終版_160128
	トンネル裏込め注入工

	Ⅳ-06-○01-01_道路除雪工_最終版_160222
	道路除雪工

	Ⅳ-07-○01-01_鋼橋製作工_最終版
	最終版

	Ⅳ-07-○02-01_橋梁塗装工_最終版_160301
	最終版

	Ⅳ-07-○03-01_鋼橋架設工_最終版
	最終版

	Ⅳ-07-○04-01_プレビーム桁製作工（現場）_最終版
	最終版

	Ⅳ-07-○04-13_プレビーム桁架設工（現場）_最終版
	最終版

	Ⅳ-07-○05-01_（国総）鋼橋床版工_最終版_160308
	最終版

	Ⅳ-07-○07-01_ポストテンション桁製作工_最終版
	最終版

	Ⅳ-07-○08-01_プレキャストセグメント主桁組立工_最終版
	最終版

	Ⅳ-07-○09-01_ＰＣ橋架設工_最終版
	最終版

	Ⅳ-07-○10-01_ＰＣ橋片持架設工_最終版
	最終版

	Ⅳ-07-○11-01_ポストテンション場所打ホロースラブ橋工_最終版_160209
	Ⅳ-7-○11-1 ポストテンション場所打ホロースラブ橋工

	Ⅳ-07-○12-01_ポストテンション場所打箱桁橋工_最終版_160209
	Ⅳ-7-○12-1 ポストテンション場所打箱桁橋工

	Ⅳ-07-○13-01_RC場所打ホロースラブ橋工_最終版_160209
	Ⅳ-7-○13-1 RC場所打ホロースラブ橋工

	Ⅳ-07-○14-01_架設支保工_最終版_160212
	Ⅳ-7-○14-1 架設支保工

	Ⅳ-07-○15-01_伸縮装置工（鋼製）_最終版_160128【新規】
	伸縮装置工（鋼製）

	Ⅳ-07-○16-01_橋梁排水管設置工_最終版
	最終版

	Ⅳ-07-○17-01_歩道橋（側道橋）架設工_最終版_160309
	Ⅳ-7-○17-1 歩道橋（側道橋）架設工

	Ⅳ-07-○18-01_鋼製橋脚設置工_最終版
	最終版

	Ⅳ-07-○19-01_橋台・橋脚工（１）（構造物単位）_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅳ-07-○19-22_橋台・橋脚工（２）（構造物単位）_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅴ-01-○01-01_公園植栽工_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅴ-01-○02-01_公園除草工_最終版_160225
	一次案・最終案

	Ⅴ-01-○03-01_公園工_最終版
	最終版

	Ⅵ-01-○01-01_排水構造物工_最終版_160219
	最終版

	Ⅵ-02-○01-01_鉄筋工（太径鉄筋含む）_最終版
	一次案・最終案

	Ⅵ-02-○02-01_区画線工 (2)
	最終版

	Ⅵ-02-○03-01_高視認性区画線工 (2)
	最終版

	Ⅵ-02-○05-01_防護柵工（ガードレール）（市場単価）_最終版_160315【89】
	ガードレール（市場単価）

	Ⅵ-02-○05-16_防護柵設置工（ガードパイプ）_最終版_160223
	原稿

	Ⅵ-02-○05-24_防護柵設置工（横断・転落防止柵）_最終版_160309
	Ⅵ-2-○5-18 防護柵設置工（横断・転落防止柵）

	Ⅵ-02-○06-01_法面工（市場単価）_最終版_160315【89】
	市場単価（法面工）

	Ⅵ-02-○08-01_橋梁塗装工_最終版 (2)
	最終版

	Ⅵ-02-○09-01_橋梁付属物工_最終版_160128
	橋梁付属物工

	Ⅵ-02-○11-03_薄層カラー舗装工_最終版_160203
	薄層カラー舗装

	Ⅵ-02-○12-01_道路標識設置工 (2)
	最終版

	Ⅵ-02-○13-01_道路付属物設置工（市場単価）_最終版_160315【89】
	道路付属物設置工（市場単価）

	Ⅵ-02-○15-01_軟弱地盤処理工（市場単価）_最終版_160315【89】
	市場単価（軟弱地盤処理工）

	Ⅵ-02-○16-01_コンクリートブロック積工 (2)
	最終版

	Ⅵ-02-○20-01_鉄筋挿入工（ロックボルト工）（市場単価）_最終版_160315【89】
	市場単価（鉄筋挿入工）









