
週休２日割増の対象とする労務単価　※色掛部の５職種は港湾工事では対象外
別表１

コード 名称 規格 単位

R2005 特殊作業員 人

R2006 普通作業員 人

R2007 軽作業員 人

R2047 造園工 人

R2044 法面工 人

R2011 とび工 人

R2012 石工 人

R2013 ブロック工 人

R2014 電工 人

R2033 鉄筋工 人

R2016 鉄骨工 人

R2017 塗装工 人

R2018 溶接工 人

R2002 特殊運転手 人

R2015 一般運転手 人

R2024 潜かん工 人

R2078 潜かん世話役 潜かん工 人

R2037 さく岩工 人

R2022 トンネル特殊工 人

R2023 トンネル作業員 人

R2009 トンネル世話役 トンネル 人

R2019 橋梁特殊工 人

R2020 橋梁塗装工 人

R2010 橋梁世話役 橋梁 人

R2008 土木一般世話役 一般施工 人

R2025 高級船員 人

R2026 普通船員 人

R2027 潜水士 人

R2028 潜水連絡員 人

R2073 潜水送気員 人

R2031 山林砂防工 人

R2032 軌道工 人

R2030 型枠工 人

R2046 大工 人

R2038 左官 人

R2034 配管工 人

R2035 はつり工 人

R2039 防水工 人

R2040 板金工 人

R2041 タイル工 人

R2042 サッシ工 人

R2043 屋根ふき工 人

R2049 内装工 人

R2045 ガラス工 人

R2052 交通誘導警備員Ａ 人

R2053 交通誘導警備員Ｂ 人

R2048 建具工 人

R2050 ダクト工 人

R2054 保温工 人

R2150 建築ブロック工 人

R2402 設備機械工（営繕） 人



週休２日割増の対象とする機械賃料単価（港湾工事は除く）
別表２

コード 名称 規格 単位

T7040 トラッククレーン賃料 ；油圧式 2.9t吊 日

T7041 トラッククレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 日

T7043 トラッククレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 16 t吊 日

T7044 トラッククレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 20 t吊 日

T7045 トラッククレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 25 t吊 日

T7046 トラッククレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 30 t吊 日

T7047 トラッククレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 35 t吊 日

T7048 トラッククレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 45 t吊 日

T7056 トラッククレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 50 t吊 日

T7055 トラッククレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 100t吊 日

T7051 トラッククレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 120t吊 日

T7052 トラッククレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 160t吊 日

T7053 トラッククレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 200t吊 日

T7054 トラッククレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 360t吊 日

T7063 クローラクレーン賃料 ；油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 35 t吊 日

T7064 クローラクレーン賃料 ；油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 40 t吊 日

T7065 クローラクレーン賃料 ；油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 50 t吊 日

T7073 クローラクレーン賃料 ；油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 55 t吊 日

T7074 クローラクレーン賃料 ；油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 65 t吊 日

T7067 クローラクレーン賃料 ；油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 80 t吊 日

T7068 クローラクレーン賃料 ；油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 100t吊 日

T7069 クローラクレーン賃料 ；油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 150t吊 日

T7075 クローラクレーン賃料 ；油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 200t吊 日

T7076 クローラクレーン賃料 ；油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 250t吊 日

T7070 クローラクレーン賃料 ；油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 300t吊 日

T7071 クローラクレーン賃料 ；油圧駆動式ｳｨﾝﾁ･ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型 450t吊 日

T7078 クローラクレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 日

T7081 ラフテレーンクレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 4.9t吊 日

T7082 ラフテレーンクレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 7 t吊 日

T7094 ラフテレーンクレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 10 t吊 日

T7084 ラフテレーンクレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 16 t吊 日

T7085 ラフテレーンクレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 20 t吊 日

T7086 ラフテレーンクレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 25 t吊 日

T7091 ラフテレーンクレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 25 t吊 日

T7087 ラフテレーンクレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 35 t吊 日

T7089 ラフテレーンクレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 45 t吊 日

T7090 ラフテレーンクレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 50 t吊 日

T7092 ラフテレーンクレーン賃料 ；油圧伸縮ジブ型 60 t吊 日

T7260 空気圧縮機 可搬式エンジン掛 ；2.0 m3/分 日

T7261 空気圧縮機 可搬式エンジン掛 ；2.5 m3/分 日

T7262 空気圧縮機 可搬式エンジン掛 ；3.5-3.7 m3/分 日

T7263 空気圧縮機 可搬式エンジン掛 ；5.0 m3/分 日

T7264 空気圧縮機 可搬式エンジン掛 ；7.5-7.6 m3/分 日

T7265 空気圧縮機 可搬式エンジン掛 ；10.5-11.0 m3/分 日

T7266 空気圧縮機 可搬式エンジン掛 ；14.3 m3/分 日

T7267 空気圧縮機 可搬式エンジン掛 ；17.0 m3/分 日

T7268 空気圧縮機 可搬式エンジン掛 ；18.0-19.0 m3/分 日

T7290 発動発電機賃料 ；ガソリンエンジン駆動 2kVA 日

T7291 発動発電機賃料 ；ガソリンエンジン駆動 3kVA 日

T7370 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 5kVA 日

T7371 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 8kVA 日

T7372 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 10kVA 日

T7373 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 15kVA 日

T7374 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 20kVA 日

T7375 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 25kVA 日

T7376 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 35kVA 日

T7377 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 45kVA 日

T7378 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 60kVA 日

T7379 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 75kVA 日

T7380 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 100kVA 日



週休２日割増の対象とする機械賃料単価（港湾工事は除く）
別表２

コード 名称 規格 単位

T7381 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 125kVA 日

T7382 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 150kVA 日

T7383 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 200kVA 日

T7384 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 250kVA 日

T7385 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 300kVA 日

T7386 発動発電機賃料 ；ディーゼルエンジン駆動 350kVA 日

T7299 モータグレーダ ブレード長3.1m 日

T7300 ロードローラ 質量10～12t 日

T7270 ホイールローダ賃料 ；山積 0.34m3 日

T7281 振動ローラ賃料 ；ハンドガイド式 0.8-1.1t 日

T7282 振動ローラ賃料 ；搭乗式タンデム型 6-7t 日

T7283 振動ローラ賃料 ；搭乗式タンデム型 8-10t 日

T7284 振動ローラ賃料 ；搭乗式コンバインド型 3-4t 日

T7289 振動ローラ(舗装用) 搭乗・コンバインド式 質量2.4～2.5ｔ排出ｶﾞｽ対策型（2次基準値） 日

T7285 タンパ賃料 ；60-100kg 日

T7390 タイヤローラ賃料 ；8-20t 日

T7271 高所作業車賃料；トラック架装リフト ；揚程9.7m 標準デッキタイプ 日

T7272 高所作業車賃料 ；トラック架装リフト ；揚程12m 標準デッキタイプ 日

T7273 高所作業車賃料 ；トラック架装リフト ；垂直型 揚程10-12m 幅広デッキタイプ 日

T7280 小型バックホウ賃料 ；クローラ型 山積0.11m3 (平積0.08m3) 日

T7292 小型バックホウ賃料 ；超小旋回 ｸﾛｰﾗ型 山積0.11m3(平積0.08m3) 日

T7293 小型バックホウ賃料 ；クローラ型 山積0.13m3（平積0.1m3） 日

T7294 小型バックホウ賃料 ；ｸﾛｰﾗ・超小旋回 山積0.22m3(平積0.16m3) 日

T7250 ICTバックホウ賃料：クローラ型 標準型・超低騒音型・排対型（2011年規制） 日

T7277 バックホウ賃料 ；超小旋回 ｸﾛｰﾗ型 山積0.22m3(平積0.16m3) 日

T7274 バックホウ賃料 ；クローラ型 山積0.28m3 (平積0.2m3) 日

T7295 バックホウ賃料 ；クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 日

T7275 バックホウ賃料 ；クローラ型 山積0.45m3 (平積0.35m3) 日

T7287 バックホウ賃料 ；クローラ型 山積0.5m3 (平積0.4m3) 日

T7279 バックホウ賃料 ；クローラ型 山積0.8m3 (平積0.6m3) 日

T7286 バックホウ賃料 ；ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付2.9t吊 ；山積0.28ｍ3（平積0.20ｍ3） 日

T7278 バックホウ賃料 ；ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 2.9t吊 ；山積0.45m3(平積0.35m3) 日

T7276 バックホウ賃料 ；ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 2.9t吊 ；山積0.8m3(平積0.6m3) 日

T7297 バックホウ賃料 ；ｸﾛｰﾗ型ｸﾚｰﾝ付 2.9t吊 ；山積0.8m3(平積0.6m3)、排対型(2011年規 日

T7298 バックホウ（クローラ型） [超小型旋回型・クレーン機能付] 日

T7296 ﾊﾞｯｸﾎｳ賃料 ｸﾚｰﾝ機能付ｸﾛｰﾗ型(3次基準値） 標準型 吊能力2.9t(山積0.5m3/平積0.4m3) 日

T7420 ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ 排出ガス対策型(2次基準値) 湿地7t級 日

T7288 クラムシェル賃料 ；油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式 ｸﾛｰﾗ型平積0.4m3 日

T7400 不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ式 ；積載重量 2t 日

T7401 不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ式 ；積載重量 2.5t 日

T7403 不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ式 積載重量 6.0～7.0t（全旋回式） 日

T7404 不整地運搬車賃料 クローラ型油圧ダンプ式 積載重量 10.0～11.0t（全旋回式） 日

T7480 工事用水中ポンプ ；口径100mm 揚程0-10m以下 日

T7481 工事用水中ポンプ ；口径100mm 揚程10mを超え15m以下 日

T7482 工事用水中ポンプ ；口径150mm 揚程0-10m以下 日

T7483 工事用水中ポンプ ；口径150mm 揚程10mを超え15m以下 日

T7484 工事用水中ポンプ ；口径200mm 揚程0-10m以下 日

T7485 工事用水中ポンプ ；口径200mm 揚程10mを超え15m以下 日

T7410 ジェットヒータ賃料 ；発熱量 126MJ 日

TD982 トラッククレーン賃料 日

TD983 ラフテレーンクレーン賃料 日

※TD982、TD983については、Ｓコードの施工単価条件で単価を入力する場合は自動割増されません。

　（積算者であらかじめ割増した単価を入力する必要があります）



週休２日割増の対象とする標準単価（港湾工事は除く）
別表３

コード 名称 規格 単位

TL401 区画線設置[溶融式][供用区間] 実線15cm 時間制約無　 昼間 ｍ

TL410 区画線設置[溶融式][供用区間] 実線45cm 時間制約無　 昼間 ｍ

TL413 区画線設置[溶融式][供用区間] 破線15cm 時間制約無　 昼間 ｍ

TL422 区画線設置[溶融式][供用区間] 破線45cm 時間制約無　 昼間 ｍ

TL425 区画線設置[溶融式][供用区間] ゼブラ15cm 時間制約無　 昼間 ｍ

TL434 区画線設置[溶融式][供用区間] ゼブラ45cm 時間制約無　 昼間 ｍ

TL437 区画線設置[溶融式][供用区間] 矢印記号文字15cm換算 時間制約無　 昼間 ｍ

TL440 区画線設置[ペイント式][供用区間] 実線15cm 時間制約無　 昼間 ｍ

TL443 区画線設置[ペイント式][供用区間] 破線15cm 時間制約無　 昼間 ｍ

TL446 区画線設置[ペイント式][供用区間] 破線30cm 時間制約無　 昼間 ｍ

TL449 区画線消去[削取り式] 15cm換算 時間制約無　 昼間 ｍ

TL452 区画線消去[ウォータージェット式] 溶融式15cm換算 時間制約無　 昼間 ｍ

TL455 区画線消去[ウォータージェット式] ペイント式15cm換算 時間制約無　 昼間 ｍ

TL515 U型側溝　L=600mm 時間制約無 60kg/個以下 昼間 ｍ

TL516 U型側溝　L=600mm 時間制約無 60を超え300kg/個以下 昼間 ｍ

TL517 U型側溝　L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間 ｍ

TL518 U型側溝　L=2000mm 時間制約無 1000を超え2000kg/個以下 昼間 ｍ

TL519 U型側溝　L=2000mm 時間制約無 2000を超え2900kg/個以下 昼間 ｍ

TL545 自由勾配側溝　L=2000mm 時間制約無 1000kg/個以下 昼間 ｍ

TL546 自由勾配側溝　L=2000mm 時間制約無 1000を超え2000kg/個以下 昼間 ｍ

TL547 自由勾配側溝　L=2000mm 時間制約無 2000を超え2900kg/個以下 昼間 ｍ

TL563 蓋版　Co・鋼製 時間制約無 40kg/枚以下 昼間 枚

TL564 蓋版　Co・鋼製 時間制約無 40を超え170kg/枚以下 昼間 枚

TL575 コンクリートブロック積工 時間的制約無　昼間 m2

TL578 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通(素地調整) 継手部  動力工具処理  制約無　昼間 m2

TL581 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通(素地調整) 継手部　ブラスト処理  制約無　昼間 m2

TL584 橋梁塗装工 新橋･新橋継手部共通(素地調整) 継手部 研削材等の回収･積込工 制約無 昼間 m2

TL620 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通 準備・補修　制約なし　昼間 m2

TL623 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通 ミストコート（変性エポキシ）制約無 昼間 m2

TL626 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(下塗) 超厚膜形エポキシ樹脂(2回/層) 制約無 昼間 m2

TL629 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(下塗) 有機ジンクリッチ　2層　制約無　昼間 m2

TL632 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(下塗) 有機ジンクリッチ(2回/層)　制約無　昼間 m2

TL635 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(下塗) 変性エポキシ樹脂　2層　制約無　昼間 m2

TL638 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(下塗) 鉛・クロムフリーさび止め 3層 制約無 昼間 m2

TL641 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(下塗) 変性エポキシ樹脂　1層　制約無　昼間 m2

TL644 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(中塗) 長油性フタル酸樹脂　赤系　制約無　昼間 m2

TL647 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(中塗) 長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約無　昼間 m2

TL650 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(中塗) 長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約無　昼間 m2

TL653 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(中塗) ふっ素樹脂　赤系　制約無　昼間 m2

TL656 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(中塗) ふっ素樹脂　淡彩　制約無　昼間 m2

TL659 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(中塗) ふっ素樹脂　濃彩　制約無　昼間 m2

TL662 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(上塗) 長油性フタル酸樹脂　赤系　制約無　昼間 m2

TL665 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(上塗) 長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約無　昼間 m2

TL668 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(上塗) 長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約無　昼間 m2

TL671 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(上塗) ふっ素樹脂　赤系　制約無　昼間 m2

TL674 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(上塗) ふっ素樹脂　淡彩　制約無　昼間 m2

TL677 橋梁塗装工　新橋・新橋継手部共通(上塗) ふっ素樹脂　濃彩　制約無　昼間 m2

TL680 橋梁塗装工　塗替塗装 清掃・水洗い　制約無　昼間 m2

TL683 橋梁塗装工　塗替塗装（素地調整） １種ケレン　制約無　昼間 m2

TL686 橋梁塗装工　塗替塗装（素地調整） ２種ケレン　制約無　昼間 m2

TL689 橋梁塗装工　塗替塗装（素地調整） ３種ケレンＡ　制約無　昼間 m2

TL692 橋梁塗装工　塗替塗装（素地調整） ３種ケレンＢ　制約無　昼間 m2

TL695 橋梁塗装工　塗替塗装（素地調整） ３種ケレンＣ　制約無　昼間 m2

TL698 橋梁塗装工　塗替塗装（素地調整） ４種ケレン　制約無　昼間 m2

TL701 橋梁塗装工　塗替塗装（素地調整） 研削材等の回収･積込工 制約無 昼間 m2

TL704 橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー) 弱溶剤形変性エポキシ 1層　制約無　昼間 m2

TL707 橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー) 弱溶剤形変性エポキシ 2層　制約無　昼間 m2

TL710 橋梁塗装工 塗替塗装(下塗　スプレー) 弱溶剤形変性エポキシ 2層　制約無　昼間 m2

TL713 橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー) 鉛・クロムフリー錆止 2層　制約無　昼間 m2

TL716 橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけローラーⅠ) 有機ジンクリッチ　制約無　昼間 m2



週休２日割増の対象とする標準単価（港湾工事は除く）
別表３

コード 名称 規格 単位

TL719 橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけローラーⅡ) 有機ジンクリッチ　2回/層　制約無　昼間 m2

TL722 橋梁塗装工 塗替塗装(下塗　スプレー) 有機ジンクリッチ　制約無　昼間 m2

TL725 橋梁塗装工 塗替塗装(下塗 はけ・ローラー) 無溶剤形変性エポキシ 2層　制約無　昼間 m2

TL728 橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂　赤系　制約無　昼間 m2

TL731 橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約無　昼間 m2

TL734 橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約無　昼間 m2

TL737 橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　昼間 m2

TL740 橋梁塗装工 塗替塗装(中塗　スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂  赤系　制約無　昼間 m2

TL743 橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　昼間 m2

TL746 橋梁塗装工 塗替塗装(中塗　スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　昼間 m2

TL749 橋梁塗装工 塗替塗装(中塗 はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　昼間 m2

TL752 橋梁塗装工 塗替塗装(中塗　スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　昼間 m2

TL755 橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂　赤系　制約無　昼間 m2

TL758 橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂　淡彩　制約無　昼間 m2

TL761 橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー) 長油性フタル酸樹脂　濃彩　制約無　昼間 m2

TL764 橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　昼間 m2

TL767 橋梁塗装工　塗替塗装(上塗　スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂　赤系　制約無　昼間 m2

TL770 橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　昼間 m2

TL773 橋梁塗装工　塗替塗装(上塗　スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂　淡彩　制約無　昼間 m2

TL776 橋梁塗装工 塗替塗装(上塗 はけ・ローラー) 弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　昼間 m2

TL779 橋梁塗装工　塗替塗装(上塗　スプレー) 弱溶剤形ふっ素樹脂　濃彩　制約無　昼間 m2

TL782 構造物とりこわし工（無筋構造物） 機械施工　時間的制約無　昼間 m3

TL785 構造物とりこわし工（無筋構造物） 人力施工　時間的制約無　昼間 m3

TL788 構造物とりこわし工（鉄筋構造物） 機械施工　時間的制約無　昼間 m3

TL791 構造物とりこわし工（鉄筋構造物） 人力施工　時間的制約無　昼間 m3

TL794 表面含浸工（簡易清掃工） 高所作業車無　時間制約無　昼間 m2

TL797 表面含浸工（簡易清掃工） 高所作業車有11ｍ未満 時間制約無　昼間 m2

TL800 表面含浸工（簡易清掃工） 高所作業車有11～13ｍ　時間制約無　昼間 m2

TL803 表面含浸工（下地処理工） 高所作業車無　時間制約無　昼間 m2

TL806 表面含浸工（下地処理工） 高所作業車有11ｍ未満　時間制約無　昼間 m2

TL809 表面含浸工（下地処理工） 高所作業車有11～13ｍ　時間制約無　昼間 m2

TL812 表面含浸工（含浸材塗布工） 高所作業車無　時間制約無　昼間 m2

TL815 表面含浸工（含浸材塗布工） 高所作業車有11ｍ未満 時間制約無　昼間 m2

TL818 表面含浸工（含浸材塗布工） 高所作業車有11～13ｍ　時間制約無　 昼間 m2

TL821 塗膜剥離材塗布・塗膜除去 鈑桁・箱桁構造　時間制約無　昼間 m2

TL824 塗膜剥離材塗布・塗膜除去 弦材を有する構造　時間制約無　昼間 m2

TL827 塗膜剥離材塗布・塗膜除去 横断歩道橋等　時間制約無　昼間 m2

TL830 塗膜剥離材塗布・塗膜除去 高欄部（単独施工）　時間制約無　昼間 m2

TL833 塗膜剥離材塗布・塗膜除去 廃材の回収・積込　時間制約無　昼間 m2

TL836 バキュームブラスト工（鋼橋） 塗膜除去後、桁高0.6ｍ以上　時間制約無　昼間 m2

TL839 バキュームブラスト工（鋼橋） 塗膜除去後、桁高0.6ｍ未満　時間制約無　昼間 m2

TL842 バキュームブラスト工（鋼橋） 塗膜除去後、箱桁　時間制約無　昼間 m2

TL845 バキュームブラスト工（鋼橋） 素地調整後、桁高0.6ｍ以上　時間制約無　昼間 m2

TL848 バキュームブラスト工（鋼橋） 素地調整後、桁高0.6ｍ未満　時間制約無　昼間 m2

TL851 バキュームブラスト工（鋼橋） 素地調整後、箱桁　時間制約無　昼間 m2

TL854 バキュームブラスト工（ＲＣ橋脚） 時間制約無　昼間 m2

週休２日割増を反映した単価のコードは、割増なしの単価の末尾に、「Q8」という2桁の文字

を追加して設定しています。（この表には掲載していません。）

【例】

割増なしの単価が「TL401」である場合、

４週８休割増の単価：は、「TL401Q8」と設定しています。

実際の積算では、総括情報画面で割増の週休２日の割増設定を行うと、自動的に単価が

TL401→TL401Q8のように置換えられます。



週休２日割増の対象とする市場単価（港湾工事に限る）
別表４

コード 名称 規格 単位 割増率

TH103 上部工製作支保工　重力式 クレーンなし ｍ 1.05

TS048 足場工　枠組足場　ケーソン製作 クレーンなし m2 1.03

TS053 足場工　内足場　　ケーソン製作 クレーンなし m2 1.03

TS058 足場工　枠組足場　方塊製作 クレーンなし m2 1.03

TS060 足場工　枠組足場セ・Ｌ型Ｂ製作 クレーンなし m2 1.03

TS063 足場工　内足場　セ・Ｌ型Ｂ製作 クレーンなし m2 1.03

TS066 鉄筋工　ケーソン製作 クレーンなし ｔ 1.05

TS073 鉄筋工　セルラー・Ｌ型Ｂ製作 クレーンなし ｔ 1.05

TS077 鉄筋工　上部工製作 重力式　クレーンなし ｔ 1.05

TH113 吊鉄筋工　吊鉄筋・吊バー 鉄筋径 38㎜未満　クレーンなし ｔ 1.05

TH114 吊鉄筋工　吊鉄筋・吊バー 鉄筋径 38㎜以上 50㎜未満　クレーンなし ｔ 1.05

TH115 吊鉄筋工　吊鉄筋・吊バー 鉄筋径 50㎜以上 80㎜未満　クレーンなし ｔ 1.05

TS001 型枠工　ケーソン製作 クレーンなし m2 1.04

TS021 型枠工　方塊製作 クレーンなし m2 1.04

TS031 型枠工　セルラー・Ｌ型Ｂ製作 クレーンなし m2 1.04

TS006 型枠工　鋼製型枠　上部製作工 重力式　クレーンなし m2 1.04

TS034 コンクリ打設工　ケーソン製作 ポンプ車 ｍ3 1.04

TS035 コンクリ打設工　方塊製作 ポンプ車 ｍ3 1.04

TS037 コンクリ打設工　方塊製作 クレーンなし ｍ3 1.05

TS038 コンクリ打設工　方塊製作 ミキサーから直接投入 ｍ3 1.05

TS039 コンクリ打設工　セ・Ｌ型Ｂ製作 ポンプ車 ｍ3 1.04

TS042 コンクリ打設工　セ・Ｌ型Ｂ製作 クレーンなし ｍ3 1.05

TS043 コンクリ打設工　セ・Ｌ型Ｂ製作 ミキサーから直接投入 ｍ3 1.05

TS044 コンクリ打設工　上部工 ポンプ車 ｍ3 1.04

TS046 コンクリ打設工　上部工 クレーンなし ｍ3 1.05

TS047 コンクリ打設工　上部工 ミキサーから直接投入 ｍ3 1.05

TH585 伸縮目地工 瀝青系 m2 1.03

TH586 伸縮目地工 発泡樹脂体系 m2 1.03

TH012 係船柱取付　100ｋＮ未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH013 係船柱取付　100kN未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH015 係船柱取付　100～150kN未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH016 係船柱取付　100～150kN未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH018 係船柱取付　150～1000kN未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH019 係船柱取付　150～1000kN未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH021 係船柱取付　1000kN以上　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH022 係船柱取付　1000kN以上　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH023 架台現場製作　100kN未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH024 架台現場製作　100kN未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH025 架台現場製作　100～150kN未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH026 架台現場製作　100～150kN未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH027 架台現場製作　150～700kN未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH028 架台現場製作　150～700kN未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH029 架台現場製作 700～1000kN未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH030 架台現場製作 700～1000kN未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH031 架台現場製作1000～1500kN未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH032 架台現場製作1000～1500kN未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH033 架台現場製作　1500kN以上　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH034 架台現場製作　1500kN以上　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH035 架台取付　100kN未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH036 架台取付　100kN未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH037 架台取付　100～150kN未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH038 架台取付　100～150kN未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH039 架台取付　150～700kN未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH040 架台取付　150～700kN未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH041 架台取付　700～1000kN未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH042 架台取付　700～1000kN未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH043 架台取付　1000～1500kN未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH044 架台取付　1000～1500kN未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH045 架台取付　1500kN以上　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH046 架台取付　1500kN以上　海上施工 クレーンなし 基 1.05



週休２日割増の対象とする市場単価（港湾工事に限る）
別表４

コード 名称 規格 単位 割増率

TH052 防舷材取付　250㎜未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH053 防舷材取付　250㎜未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH055 防舷材取付　250－500㎜未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH056 防舷材取付　250－500㎜未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH058 防舷材取付　500㎜-800mm未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH059 防舷材取付　500㎜-800mm未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH099 防舷材取付　800mm以上　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH100 防舷材取付　800mm以上　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH062 埋込栓取付　250㎜未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH063 埋込栓取付　250㎜未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH064 埋込栓取付　250－500㎜未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH065 埋込栓取付　250－500㎜未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH066 埋込栓取付　500㎜-800mm未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH067 埋込栓取付　500㎜-800mm未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH104 埋込栓取付　800mm以上　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH105 埋込栓取付　800mm以上　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH101 梯子取付　250㎜未満　陸上施工 クレーンなし 基 1.05

TH081 梯子取付　250㎜未満　海上施工 クレーンなし 基 1.05

TH089 車止め取付　二次製品 クレーンなし ｍ 1.05

TH092 縁金物取付　二次製品 クレーンなし ｍ 1.05

TH140 係船柱撤去[手間のみ] けん引力100kN未満 基 1.05

TH141 係船柱撤去[手間のみ] けん引力100kN～150kN未満 基 1.05

TH142 係船柱撤去[手間のみ] けん引力150kN～1000kN未満 基 1.05

TH143 係船柱撤去[手間のみ] けん引力1000kN以上 基 1.05

TH106 防舷材撤去　250mm未満 クレーン抜き、手間のみ 基 1.05

TH107 防舷材撤去　250～500mm未満 クレーン抜き、手間のみ 基 1.05

TH108 防舷材撤去　500～800mm未満 クレーン抜き、手間のみ 基 1.05

TH109 防舷材撤去　800mm以上 クレーン抜き、手間のみ 基 1.05

TH116 車止撤去　合成樹脂製、角形鋼管製 手間のみ 基 1.05

TH117 車止撤去　被覆鋼板製（中詰Ｃｏタイプ） 手間のみ 基 1.05


